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〔 三重県保育士・保育所支援センター 周知用チラシ 〕

はじめに

三重県保育士・保育所支援センター（三重県福祉人材センター）は、昨年度、三重県私立保育
連盟と共催で、保育所等に就労を希望する一般の方や学生の就職活動を支援することを目的に
「福祉・保育の就職フェア」（以下、就職フェアという。）を開催いたしました。

本年度も 月末に、就職フェアの開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点から、開催を中止することといたしました。

就職フェア中止の代替策として、保育士養成施設の学生や潜在保育士等の皆さまの就職活動の
一助となるよう、三重県内の保育所・認定こども園の求人情報冊子を作成いたしました。

本冊子は、三重県保育士・保育所支援センターウェブサイト「みえのほいく」に掲載している
三重県内の保育施設紹介情報及びウェブサイト「福祉のお仕事」に掲載している求人情報の内容
を抜粋してまとめましたので、就職活動にあたり、ぜひご活用ください。

また、三重県保育士・保育所支援センターウェブサイト「みえのほいく」では、三重県内の保
育施設紹介情報や求人検索、研修・イベント情報、現任保育士のインタビューなど多様なコンテ
ンツがありますので、併せてご覧ください。

保育所・認定こども園への就職を希望されている皆さんにとって、有益な情報となることを願
っております。



　

□桑名市　　掲載施設数：11園 □川越町　　掲載施設数：1園
No. 施設名 頁 No. 施設名 頁
1 長寿認定こども園 1 37 ひばり保育園 19
2 耕逸山たどこども園 1 □鈴鹿市　　掲載施設数：21園
3 認定こども園 ゆい保育園 2 38 旭が丘保育園 19
4 和泉保育園 2 39 鼓ヶ浦保育園 20
5 大山田東保育園 3 40 栴檀保育園 20
6 大山田北保育園 3 41 野町保育園 21
7 安永保育園 4 42 大鳥保育園 21
8 風の丘保育園 4 43 くすのき保育園 22
9 七和保育園 5 44 ひばり保育園 22
10 西川保育園 5 45 みそら保育園 23
11 西川第二保育園 6 46 いそやま保育園 23

□いなべ市　　掲載施設数：2園 47 認定こども園 白百合幼稚園 24
12 大安中央保育園 6 48 かもめ保育園 24
13 ゆめのみ保育園 7 49 白鳩保育園 25

□四日市市　　掲載施設数：23園 50 石薬師認定こども園 25
14 みのり保育所 7 51 第2石薬師保育園 26
15 たいすい保育園 8 52 竹野の森こども園 26
16 たいすい中央保育園 8 53 高岡ほうりん認定こども園 27
17 たいすいノース保育園 9 54 ほうりん認定こども園 27
18 どんぐり保育園 9 55 ハートピア保育園 28
19 日の本保育園 10 56 トーマスぼーや保育園 28
20 日の本第二保育園 10 57 岸田保育園 29
21 かわしま保育園 11 58 くまだ保育園 29
22 陽光台保育園 11 □亀山市　　掲載施設数：4園
23 西浦保育園 12 59 なのはな保育園 30
24 海山道保育園 12 60 認定こども園 亀山愛児園 30
25 河原田保育園 13 61 川崎愛児園 31
26 日永保育園 13 62 野登ルンビニ園 31
27 ことり保育園 14 □津市　　掲載施設数：23園
28 高花平保育園 14 63 さくら保育園 32
29 内部ハートピア保育園 15 64 白塚愛児園 32
30 フジ保育園 15 65 津愛児園 33
31 三重愛育保育園 16 66 久居保育園 33
32 愛華保育園 16 67 大川乳幼児保育園 34
33 いずみ保育園 17 68 豊野保育園 34
34 三重保育園 17 69 はなこま保育園 35
35 あがたが丘保育園 18 70 第二はなこま保育園 35
36 よっかいちひばり保育園 18 71 つまちなか保育園 36

目　次



　

No. 施設名 頁 No. 施設名 頁
72 清泉幼稚園 36 108 みどり保育園 54
73 津カトリックこども園 37 109 みどり第二保育園 55
74 清泉愛育園 37 110 睦保育園 55
75 公園西保育園 38 111 曙保育園 56
76 片田保育園 38 112 古山保育園 56
77 志登茂保育園 39 113 花之木保育園分園 予野保育園 57
78 高田保育園 39 114 認定こども園 青山よさみ幼稚園 57
79 大里保育園 40 □名張市　　掲載施設数：7園
80 藤水保育園 40 115 認定こども園 名張よさみ幼稚園 58
81 風の子藤水保育園 41 116 滝之原保育園 58
82 風の丘藤水保育園 41 117 比奈知保育園 59
83 三重保育院 42 118 名張西保育園 59
84 ルーテル二葉認定こども園 42 119 西田原保育園 60
85 ぼだいじこども園 43 120 桔梗が丘保育園 60

□松阪市　　掲載施設数：9園 121 みはた虹の丘こども園 61
86 松阪仏教愛護園 43
87 神戸保育園 44 □その他　求人情報のみ：22園
88 久保保育園 44 市町 施設名 頁
89 わかすぎ保育園 45 たいよう保育園
90 わかずぎ第二保育園 45 ひよこ保育園
91 わかすぎ第三保育園 46 こっこ保育園
92 さくら保育園 46 大谷台保育園
93 若葉保育園 47 サラナ保育園
94 嬉野保育園 47 あおい保育園

□伊勢市　　掲載施設数：3園 ドリームハウス保育園
95 マリアこども園 48 あかつき保育園
96 いせの杜保育園 48 ひので保育園
97 えがお保育園 49 ながさわ保育園

□志摩市　　掲載施設数：2園 ひまわり保育園
98 しまの杜保育園 49 つくし保育園
99 第二しまの杜保育園 50 つくし第二保育園

□伊賀市　　掲載施設数：15園 志摩市 えがお志摩保育園
100 府中保育園 50 名張市 認定こども園 つつじが丘幼稚園
101 三田保育園 51 尾鷲第一保育園
102 長田保育園 51 尾鷲第二保育園
103 花之木保育園 52 尾鷲第三保育園
104 ゆめが丘保育園 52 尾鷲第四保育園
105 中瀬城東保育園 53 尾鷲乳児保育園
106 友生保育園 53 矢浜保育園
107 ひかり保育園 54 南輪内保育園

四日市市

鈴鹿市

松阪市

尾鷲市

62

63



　

『求人情報冊子』の見方
冊子に掲載している情報について

◆掲載は任意のため、三重県内の全ての園情報ではありません。
◆三重県内の保育所・認定こども園について地域別に北勢地域から順（地域内の掲載は順不同）に

掲載しています。
◆掲載している情報は、三重県保育士・保育所支援センターウェブサイト「みえのほいく」の

『三重県内の保育施設紹介』から一部項目を抜粋して掲載しています。
◆求人情報は、ウェブサイト「福祉のお仕事」に掲載されているものです。

※掲載している求人情報は、令和 2 年 6 月 1 日現在の情報です。

冊子の活用について
◆三重県内の保育所・認定こども園の施設情報は、三重県保育士・保育所支援センターの

ウェブサイト「みえのほいく」から検索ができます。
◆求人情報は、ウェブサイト「福祉のお仕事」 から条件を指定して検索ができます。

※冊子に掲載している求人に関して充足した時は、検索しても表示されない場合があります。
◆見学や体験の可否については、各園により状況が異なりますので直接各園までお問合せください。

【 掲載保育所等についてもっと詳しく知りたい！ 】
各保育所等の情報右上にある QR コードをスマートフォン等で読み込むと、
三重県保育士・保育所支援センターウェブサイト「みえのほいく」
（https://mienohoiku.jp/）に掲載している詳細情報を確認できます！

【求人情報についてもっと詳しく知りたい！ 】
求人情報の詳細は、ウェブサイト「福祉のお仕事」の求人情報検索ページ 下部に
ある「求人票番号検索」欄に、求人票番号を入力し検索すると確認ができます！

「福祉のお仕事」の求人情報検索ページはコチラ ▶
（https://www1.fukushi-work.jp/cool/oubo/findOfferPub.do）

みえのほいく
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No. 2
社会福祉法人耕逸山児童福祉協会 
耕逸山たどこども園

〒511-0101 桑名市多度町柚井 1775
TEL： 0594-48-2151
URL： https://tado-hoikuen.com/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等
遊びから学べるこどもを育てる。
自分で考えて行動できるこどもを育てる。
自己肯定感を持てるこどもに育てる。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み 残業を減らす努力をし、職員間の協力体制を密にしています。

求職者へのメッセージ

保育者は子どもと関わるだけが仕事ではありません。
当園は職員、園児、保護者、地域の方々、これから保育に携わる携わりたい方々のような多くの方に時代
に合った愛で関わり、一人一人の幸せな未来を拓いていくことを理念としている園です。
自分自身も他の人も大切にし、幸せにしていくことを目標に日々努力をしています。
気軽にご連絡ください。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00001 保育士 正職員 2 【月給】192,760 円 ～ 197,960 円

No. 1
社会福祉法人花園福祉会 
長寿認定こども園

〒511-0073 桑名市北寺町 31-3
TEL： 0594-23-2044
URL： 

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

●教育・保育理念
基本理念 「よく学び、よく行い、よく遊ぶ」
一生を決める大切な時期だから、一人一人の可能性を、できる限りのばしたい。

・子どもの最善の利益を尊重し、心身共に健やかに育つよう配慮して教育及び保育を行う。
・家庭との緊密な連携を図り、発達過程を踏まえ、適切な環境を提供しながら教育及び保育を一体的に行
う。
・専門的な知識・技術及び判断をもって、子どもの教育及び保育と保護者への支援を適切に行う。
・地域社会と連携し合い、園内外の子育て家庭への支援を行う。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・登降園管理はＩＣＴシステムを導入しています。
・担任、担当教諭の他にフリーの教諭、保育補助等がいますので、業務軽減に努めています。
・書類作成のフォロー体制もあります。

求職者へのメッセージ ・こどもたちの笑顔の為に、職員が毎日笑顔で教育・保育ができるよう、園全体でフォローします。一緒
に笑顔で働きましょう！！

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00115 保育士 正職員 5 【月給】204,776 円 ～ 218,504 円
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No. 4
社会福祉法人町屋福祉会
和泉保育園

〒511-0838 桑名市大字和泉 6 丁目 746 番地
TEL： 0594-21-7695
URL： https://kosodate-web.com/izumihoikuen/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 散歩・運動あそび・プール活動を基本に、体力づくりに力を入れています。
子どもたち自身がやってみようとする保育・楽しむ保育を心がけています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

保育支援者にお昼寝の布団の片づけ、給食の配膳、掃除をお願いすることで保育業務の軽減をしています。
年度初めに年間の休暇希望を出してもらうことで、効率よく年次有給休暇を取得してもらっています。
書類作成を勤務時間中に終えられるように、月 1 回の土曜日勤務を利用したりしながら、残業や持ち帰り
の仕事が無いようにしています。

求職者へのメッセージ まずは、和泉保育園に来てみて下さい。子ども達の様子や職員同士の連携など雰囲気を感じていただきた
いと思います。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00004 保育士 正職員 1 【月給】199,840 円 ～ 203,600 円

No. 3
社会福祉法人柚井児童福祉会
認定こども園 ゆい保育園

〒511-0105 桑名市多度町小山 2097 番地 1
TEL： 0594-48-2270
URL： http://www.yui-ho.com/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 自然に囲まれた環境の中で、子どもたちが主体となってのびのびと過ごす保育

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・ＩＣＴを導入し、業務の省力化を図っている。
・残業はなし
・年間 10 日以上の有給消化

求職者へのメッセージ
子ども達の成長を見るのが、保育士にとっての一番の喜びだと思います。
自然の中で共に過ごし、遊ぶ中で、子どもの成長を一緒に発見し、感動し、喜びを感じてください。
まずは経験し、体験してみてほしいと思います。見学や体験にもどんどん来てくださいね！

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00067 保育士 正職員 2 【月給】203,057 円 ～ 216,157 円
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No. 6
社会福祉法人町屋福祉会
大山田北保育園

〒511-0903 桑名市大山田 6 丁目 7-204
TEL： 0594-31-9494
URL： https://kosodate-web.com/ooyamadakita/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 乳幼児期は心身共に成長する時期であることを配慮し、温かい雰囲気の中で子どもたちがのびのびと自分
らしさを発揮できるような環境づくりに努めています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

保育支援員にお昼寝の布団の片づけ、給食の配膳、清掃をお願いすることで保育士業務の軽減をしていま
す。
年初に年間の休暇希望を出してもらうことで、効率よく年次休暇を取得してもらっています。
書類作成を勤務時間中に終えられるように、月 1 回の土曜日勤務を利用したりしながら、残業や持ち帰り
の仕事がないようにしています。

求職者へのメッセージ
まずは、大山田北保育園に来てみてください。
子どもたちの様子や保育士同士の連携など雰囲気を感じて頂きたいと思います。
子どもたちの笑顔を見ていると、保育士として何をしたいかイメージが膨らみますよ。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00005 保育士 正職員 1 【月給】199,840 円 ～ 203,600 円

No. 5
社会福祉法人町屋福祉会
大山田東保育園

〒511-0901 桑名市筒尾 9 丁目 14-8
TEL： 0594-31-1321
URL： 

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 春夏秋冬に応じた活動を大切にし、その中で一緒に様々な行事を経験し様々な事に触れ遊びの中で大きく
なっていくよう見守っています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

休憩時間・年次有給休暇をしっかりと取れるよう助け合い計画する。
いつ、どこでも相談事が話せるよう、日頃からコミュニケーションを取っている。
遅くまで残ることが出来る限り無いよう、計画を立て分担してするよう心がけている。
若い保育士の意見を取り入れ、中心となって物事を進めていく場も作っている。

求職者へのメッセージ まずは、大山田東保育園に来てみて下さい。子ども達の様子や職員同士の連携など雰囲気を感じていただ
きたいと思います。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00007 保育士 正職員 1 【月給】199,840 円 ～ 203,600 円
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No. 8
社会福祉法人幼成福祉会
風の丘保育園

〒511-0862 桑名市大字播磨字鳥打 768-4
TEL： 0594-21-2220
URL： http://www.intsurf.ne.jp/~yousei/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

○体育教室（月 1 回 2 歳児～5 歳児）
○音楽教室（月 1 回 4・5 歳児）
○英語教室（月 3 回 4・5 歳児）
○かきかた教室（月 1 回 5 歳児）

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み 働き方改革に順応し有給の消化しやすい環境に取り組んでいる。

求職者へのメッセージ 是非一度、園見学に来てください。お待ちしております。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00002 保育士 正職員 3 【月給】176,200 円 ～ 186,400 円

No. 7
社会福祉法人町屋福祉会
安永保育園

〒511-0839 桑名市大字安永字七区割 1101-3
TEL： 0594-21-1638
URL： http://www.ysng.net/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 日々の生活の中で、子ども達の発見や興味が声となり集まることでたくさんの活動が生まれます。その活
動に熱中し夢中になることで創り出される一つ一つの子ども達の世界を大切に育んでいきます。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

保育支援者にお昼寝の布団の片づけ、給食の配膳、清掃をお願いすることで保育業務の軽減をしています。
年度始めに年間の休暇希望を出してもらうことで、効率よく年次有給休暇を取得してもらっています。
書類作成を勤務時間中に終えられるように、月 1 回の土曜日勤務を利用したりしながら、残業や持ち帰り
の仕事が無いようにしています。

求職者へのメッセージ まずは、安永保育園に来てみて下さい。
子ども達の様子や職員同士の連携など雰囲気を感じていただきたいと思います。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00065 保育士 正職員 1 【月給】199,840 円 ～ 203,600 円
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No. 10
社会福祉法人アパティア福祉会
西川保育園

〒511-1102 桑名市長島町西川 1151
TEL： 0594-84-7140
URL： https://www.apatheia.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

保育園周辺はのどかで、近くに大きな国営公園もあり自然豊かな環境です。さつまいも掘り体験やカレー
作りなど楽しく食材について学ぶ機会を設けるなど食育にも取り組んでいます。
また、地域の方と交流する機会として年 2 回高齢者施設を訪問させて頂いています。4 歳児・5 歳児クラ
スは体操教室、5 歳児は英語教室も取り入れています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

保育システムを導入することでＩＣＴ化を図り、保育士の負担軽減に取り組んでいます。
また、法人として、職員が仕事もプライベートも充実した生活が送れるように様々なバックアップを行っ
ています。
さらに、新入職員研修や専門的な外部研修を通して誰もが無理なく成長できる研修制度を採り入れ、自分
自身の成長が感じ取れる職場にできるよう取り組んでいます。
また、「子育て応援企業」にも登録し、事業所内託児所の設置、子ども手当の支給、子育て時間有給制度を
制定しています。

求職者へのメッセージ 施設見学等のご希望がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00006 保育士 正職員 1 【月給】178,000 円 ～ 192,000 円

No. 9
社会福祉法人七和福祉会
七和保育園

〒511-0947 桑名市五反田 1604-1
TEL： 0594-31-3260
URL： http://www.nanawa-hoikuen.com/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 子どもたちが伸び伸び遊べる環境作りと基本的生活習慣の習得を重点に保育しています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

年度当初に年間の休暇希望提出し休みやすい環境をつくっています。 
勤務時間内に会議等を終われるようにしています。

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00003 保育士 正職員 1 【月給】185,000 円 ～ 200,000 円
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No. 12
社会福祉法人竜岳福祉会
大安中央保育園

〒511-0264 いなべ市大安町石榑東 1856-10
TEL： 0594-78-1583
URL： http://ryugaku.ed.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

まずは保護者の方が安心して我が子を預けて頂けるための安全に対するハード、ソフト両面においての環
境を整備いたします。そのうえで子どもたちにとって、保育園が大好きな場所でなければいけません。毎
日保育園に行くのがなによりも楽しみ！と思ってもらえるように日々の保育を大切にし、子どもたちひと
りひとりの気持ちに寄り添う保育を心がけています。
子どもたちはそれぞれの年齢や発達の段階で日々の遊びを通して色んな経験、体験をしていきます。保育
園生活を通して保育士や友達との関わりのなかでたくさんの刺激を受けながら色んな事に関心を持ち好
奇心という翼を広げ積極的に関わりを持っていく事で、心も体も大きく成長していきます。保育園を卒園
し小学校に就学するときに、子どもたち自らが色んな物に興味を持って、研究したり、自由に発想したり、
仲間と協力し合って考え、失敗や試行錯誤しながらでも自分の思いを形にする力を持つ、まさに主体的な
行動ができる子どもたちを育む保育に取り組んでいます。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・登降園の管理はＩＣＴを活用しています。
・できる限り無駄な居残りの仕事をなくす活動。

求職者へのメッセージ 下記「求人情報」の賃金欄には処遇改善の額が含まれていません。
処遇改善加算は、３月にまとめて支給します。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00008 保育士 正職員 3 【月給】161,525 円 ～

No. 11
社会福祉法人アパティア福祉会
西川第二保育園

〒511-1121 桑名市長島町東殿名 1024
TEL： 0594-84-7760
URL： https://www.apatheia.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 0 歳～3 歳児までの保育園です。
2 歳児までは緩やかな育児担当制を用いて、お子様一人ひとりに合わせた保育を行っています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

登降園の管理、保護者様との連絡ツールはスマホアプリ【コドモン】を活用しています。
保育料の徴収や、写真販売などアプリを活用することで、業務削減を図っています。
書類作成、事務作業等は勤務時間内に終えられるよう、そのための時間を設け、残業を減らしています。
年度当初に年間の有給休暇希望を確認し、ご自身のお子様の学校行事参加やプライベート充実をしやすい
勤務体制を作っています。

求職者へのメッセージ 施設見学等のご希望がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00006 保育士 正職員 1 【月給】178,000 円 ～ 192,000 円
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No. 14
社会福祉法人放光福祉会
みのり保育所

〒510-0003 四日市市大宮町 26-5
TEL： 059-332-2392
URL： 

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 仏教保育・体力づくり・食育 体育教室・自園での野菜づくり等

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

それぞれが働きやすい雰囲気作り、意見を言いやすい環境作りを配慮・努力しています。
書類作成は勤務時間内に終える配慮をすすめています。
順番に連休がとれるようにすすめています。

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00014 保育士 正職員 2 【月給】177,240 円 ～ 353,936 円

No. 13
社会福祉法人竜岳福祉会
ゆめのみ保育園

〒511-0264 いなべ市大安町石榑東 1856-1
TEL： 0594-88-0522
URL： http://ryugaku.ed.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

まずは保護者の方が安心して我が子を預けて頂けるための安全に対するハード、ソフト両面においての環
境を整備いたします。そのうえで子どもたちにとって、保育園が大好きな場所でなければいけません。毎
日保育園に行くのがなによりも楽しみ！と思ってもらえるように日々の保育を大切にし、子どもたちひと
りひとりの気持ちに寄り添う保育を心がけています。
子どもたちはそれぞれの年齢や発達の段階で日々の遊びを通して色んな経験、体験をしていきます。保育
園生活を通して安全で快適な環境の元、日々の保育の中で親しい保育士と関わりながら様々な刺激を受け
ながら個々を大切にして子供たちが健やかに成長できるよう保育に取り組んでいます。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・登降園の管理はＩＣＴを活用しています。
・無駄な居残りの仕事をなくす活動。

求職者へのメッセージ 下記「求人情報」の賃金欄には処遇改善の額が含まれていません。
処遇改善加算は、３月にまとめて支給します。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00008 保育士 正職員 3 【月給】161,525 円 ～
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No. 16
社会福祉法人博秀会 
たいすい中央保育園

〒510-0084 四日市市鵜の森一丁目 10-20
TEL： 059-352-7650
URL： http://taisui-nursery.jp/taisuichuou/index.html

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

子どもの発達に応じた養護と援助を実践し、子どもの自発的、主体的な活動に配慮した保育を行っていま
す。
専任外国人講師による英語教室や文字、数字、スポーツ、リトミックなどの情操・知育教育を行っていま
す。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

チームワークを大切にし、保育の問題等を一人で抱え込まないよう相談しやすい環境作りをしています。
有休は本人の希望日に取得でき、有休取得率が 80％になるよう推進しています。

求職者へのメッセージ 保育士の仕事に慣れるまで大変な時があるかもしれませんが、しっかりサポートできるよう努めます。一
緒に楽しく働きましょう。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00284 保育士 正職員 2 【月給】179,144 円 ～ 306,126 円

No. 15
社会福祉法人博秀会 
たいすい保育園

〒510-0943 四日市市西日野町字今郷 1871-7
TEL： 059-320-1117
URL： http://taisui-nursery.jp/taisui/index.html

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等
子どもの発達に応じた養護と援助を実践し、子どもの自発的、主体的な活動に配慮した保育を行っていま
す。
専任外国人講師による英語教室や文字、数字、スポーツなどの情操・知育教育を行っています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

チームワークを大切にし、保育の問題等を一人で抱え込まないよう相談しやすい環境作りをしています。
有休は本人の希望日に取得でき、有休取得率が 80％になるよう推進しています。

求職者へのメッセージ 保育士の仕事に慣れるまで大変な時があるかもしれませんが、しっかりサポートできるよう努めます。一
緒に楽しく働きましょう。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00284 保育士 正職員 2 【月給】179,144 円 ～ 306,126 円
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No. 18
社会福祉法人四季の里
どんぐり保育園

〒510-0815 四日市市野田二丁目 8－3
TEL： 059-333-0707
URL： 

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 体操教室、英語教室・ジャンベ教室・硬筆教室（5 歳児）

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・登降園管理及び保育関連の書類はＩＣＴを活用し業務軽減を図っている。また、書類作成に於いては、
時間を設けており、なるべく業務内で終わらせる努力をしている。
・年度初めに年間休暇希望を確認し、再度前月時に希望確認をとり、希望休が取りやすい環境である。
・フリーの職員の配置。
・勤続年数 5 年 10 年 15 年 20 年など長期勤務された職員には特別休暇が年数に応じ取得でき又、金一封
の支給有
・年間休暇 109 日
・賞与夏、冬、３月

求職者へのメッセージ 不明な点がありましたら、一度お問い合わせください。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00024 保育士 正職員 2 【月給】195,900 円 ～ 200,900 円

No. 17
社会福祉法人博秀会
たいすいノース保育園

〒510-8031 四日市市川北 1 丁目 710 番
TEL： 059-327-6612
URL： http://www.taisui-nursery.jp/taisuinorth/index.html

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

子どもの発達に応じた養護と援助を実践し、子どもの自発的・主体的な活動に配慮した保育を行っていま
す。
専任講師による英語・リトミック・スポーツ教室や文字・数字などのワークの取り組みなども行っていま
す。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・休暇は希望日に取得できるよう配慮しています。
・有給休暇消化率が 80％以上になるよう推進しています。
・職務の悩みを一人で抱え込むことがないよう相談しやすい職場を心掛け、チームで解決できる体制にし
ています。

求職者へのメッセージ 保育士の仕事に慣れるまで大変な時があるかもしれませんが、しっかりサポートできるよう努めます。一
緒に楽しく働きましょう。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00284 保育士 正職員 2 【月給】179,144 円 ～ 306,126 円
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No. 20
社会福祉法人日の本福祉会
日の本第二保育園

〒510-0815 四日市市松原町 22-10
TEL： 059-366-0840
URL： http://hinomoto.or.jp/hinomoto-2

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 働きやすい職場です

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

仕事内容の見直しで職員の業務負担の軽減 残業なし
週休 2 日+祝日休 （年間休日 120 日以上）
楽しい園内研修 先輩先生からの研修会
有給休暇 4 月 1 日より付与
育休取得者多数

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00023 保育士 正職員 2 【月給】191,200 円 ～ 270,700 円

No. 19
社会福祉法人日の本福祉会
日の本保育園

〒510-8015 四日市市松原町 3-2
TEL： 059-365-0840
URL： 

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 利用者と園が連携し、安心して預けられる、温かい雰囲気の保育園です。園生活の中で身体や頭を使って
考えて、将来に必要な思考力・判断力・応用力・意欲を育てます。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み 希望休を取りやすい職場です

求職者へのメッセージ 働きやすい職場づくりを進めております。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00022 保育士 正職員 2 【月給】191,200 円 ～ 270,700 円
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No. 22
社会福祉法人川島福祉会
陽光台保育園

〒512-0931 四日市市浮橋二丁目 7-5
TEL： 059-322-7068
URL： 

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等
家庭的な雰囲気の中で一人ひとりにゆとりをもってかかわりながら恵まれた自然環境の中に異年齢で園
外保育に出かけます。
また、いも苗を植えていも掘り遠足に行くなどワクワクドキドキの実体験を大切にしています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み ・保護者に登降園パネルを起動してもらい、登園・降園の時間を確認しています。

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00018 保育士 正職員 1 【月給】186,524 円 ～ 192,764 円

No. 21
社会福祉法人川島福祉会 
かわしま保育園

〒512-0933 四日市市三滝台 4-4-4
TEL： 059-321-8100
URL： http://kawasima.kawasima-fuku.com/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

住宅地の中にありながらも、園内は広々としており、桜や竹やぶ、どんぐり、草はらなど自然豊かな環境
です。緑にあふれた園庭で、子どもたちは自分のやりたいことを見つけながら、ゆっくり過ごす中でいろ
いろと経験を積み重ねています。子どもたちが自分で考え、自分で行動できるよう、一人ひとりの気持ち
を大切にしながらかかわるようにしています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・ 登降園の管理はＩＣＴを活用しています。
・ 子育て世代が働きやすい職場になるよう、勤務日、時間の調整をしたり、子どもの急な病気のときにも
休暇が取りやすいような勤務体制を作っています。
・ 書類作成はパソコンを活用して効率化を図っています。
・ 有休休暇以外に、5 日/年 の休日（リフレッシュ休暇）があります。

求職者へのメッセージ

当園は、子どもたちが安心して過ごすことができる”あたたかな場所”でありたいと願っています。”あたた
かな場所”とは、子どもたちがありのままを受け入れられて、安心して自分を出すことができる場所であ
り、自分や他人を肯定的に受け入れることができるような、そんな場所です。明るく、ゆったりとした時
間が流れる園を、ぜひ一度ご見学ください。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00018 保育士 正職員 1 【月給】186,524 円 ～ 192,764 円
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No. 24
社会福祉法人海山会
海山道保育園

〒510-0845 四日市市海山道町 1-57-4
TEL： 059-345-3608
URL： https://www.miyamakai.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

★神社保育
★毎日神社の周りをまわります。（3・4・5 歳頑張ろうという気持ちを大切に保育士と取り組んでいます。）
★異年齢児保育
★絵画指導（外部講師）
★茶道教室
★英語教室（外部講師）
★リトミック教室（外部講師）

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

★年度当初に年間の休暇希望を確認し、学校行事等に参加しやすい勤務体制を作っています。
★書類作成は勤務時間内に終えられるように、そのための時間を設けて、残業を減らしています。
★子供を中心に保育士、保護者と協力して明るく前向きな保育を行っています。

求職者へのメッセージ ★0 歳児～5 歳までの乳幼児の保育、給食の準備や食事の世話など行っていただきます。
★海山道神社の森があり自然に恵まれた良い環境（近鉄名古屋線海山道駅から徒歩 3 分）

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00288 保育士 正職員 2 【月給】198,900 円 ～ 290,640 円

No. 23
社会福祉法人川島福祉会 
西浦保育園

〒510-0821 四日市市久保田 2 丁目 5-3
TEL： 059-351-5130
URL： http://nisiura.kawasima-fuku.com/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

・ ゆったりとした環境の中で 
・ 一人ひとりに愛情をもって 
・ 子どもの気持ちにしっかりと寄り添い 
・ 子どもの自主性を大切に こういった思いを職員みんながもって日々保育をしています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・ 登降園の管理はＩＣＴを活用しています。
・ 保育の周辺業務（遊具の消毒や掃除、片付け等、保育士でなくてもできる作業）を、保育補助のパート
さんにお願いして、保育士の業務軽減を図っています。
・ 子育て世代が働きやすい職場になるよう、勤務日、時間の調整をしたり、子どもの急な病気のときにも
休暇が取りやすいような勤務体制を作っています。
・ 書類作成はパソコンを活用して効率化を図っています。
・ 休日は土・日曜日、祝日。ただし、土曜日は月 1 回（多いときで 2 回）勤務があります。これとは別
に、5 日/年 の休日（リフレッシュ休暇）があります。

求職者へのメッセージ

当園は、四日市市で唯一の 0 歳児から 2 歳児までの認可保育園です。 0 歳から 2 歳の乳児期はその後の
人格形成に非常に重要な時期であり、この乳児期に「安心感」をしっかり育むことがとても大事なことで
す。 当園では、家庭的な雰囲気を大切にし、子どもたちの健やかな成長を願って一人ひとりの思いに寄り
添い共感しながら、安心感に包まれた温かい保育を心がけています。 ぜひ一度園を見学してください。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00020 保育士 正職員 3 【月給】186,524 円 ～ 192,764 円
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No. 26
有限会社日永保育園
日永保育園

〒510-0885 四日市市日永 2 丁目 13 番 23 号
TEL： 059-345-1064
URL： 

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

①発達権の保育（年齢に即した） 
②権利としての保育（労働権と発達権の保障） 
③保育者と父母との調和の促進 
④保育者の社会化（地域での役割と福祉センター化） 
⑤民主化の中核としての位置づけになる保育所運営

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み 職員の育児支援

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00308 保育士 正職員 3 【月給】172,431 円 ～ 185,001 円

No. 25
社会福祉法人海山会 
河原田保育園

〒510-0874 四日市市河原田町 387
TEL： 059-345-5067
URL： http://miyamakai.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

河原田保育園は、令和元年度に建替えを行いました。
園の中心にある中庭では、クッキングやカレー作り等が行われ、子どもたちの賑やかな楽しそうな声が聞
こえてきます。
また、温かい家庭のような雰囲気の中で、異年齢保育を行っており、年上の園児が年下の園児を自然とお
世話してくれたり、逆に年上の園児の真似をして遊んだりと、大家族が生活するような保育園です。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・担任制ではなく、担当制を採用しており、園の職員全体でカバーしながら保育に取り組んでいます。
・ピアノが苦手の方でもそれに代わるような特技を活かせるような園です。（就職してから一緒に練習し
て頂いてもかまいません）
・毎月休暇希望を確認し、学校行事等に参加しやすい勤務体制を作っています。
・書類作成は、勤務時間内に終えられるように時間を設けています。また、書類作成にはパソコンを用い
ますが、苦手な方も徐々に慣れていけるよう指導します。

求職者へのメッセージ

10 年後・20 年後に一人ひとりの成長した姿をイメージしながら、自分たちで新しい未来を切り開いてい
けるような、主体的な育ちを支援しています。
子どもの「創造性」や「やってみたい！」という思いを見守り広げていけるような方にはおすすめの園で
す。
6 月 1 日より、園内見学や電話・スカイプ等による園説明を行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00289 保育士 正職員 2 【月給】197,800 円 ～ 289,540 円
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No. 28
社会福祉法人久間田福祉会 
高花平保育園

〒510-0945 四日市市高花平 2-1-53
TEL： 059-321-0526
URL： https://kumada.org/takahana/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

「いっぱい遊ぶこと」ー自然の中で友だちと関わりながら、自分で考えて遊ぶこと。

「いっぱい食べること」ーできる限り安全な食材を使い、手作りを心がけること。食べ物と体の関係を知
りながら、楽しく食べること。

「生きる力を身につけること」ー様々な経験を積みながら、嬉しいこと、悔しいこと、悲しいこと、楽し
いことを知ること。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・仕事をシェアし、労働時間を守る
・休憩時間を確保する
・有給休暇のとりやすい環境を作る
・産前産後休暇、育児休暇、育児短時間等

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00021 保育士 正職員 4 【月給】152,880 円 ～ 206,640 円

No. 27
社会福祉法人ひよこ会
ことり保育園

〒510-0943 四日市市西日野町 1551-1
TEL： 059-340-0500
URL： https://www.hiyoko-kids.net/kotori/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

2020 年度のテーマ 『支え合う 育ち合う 笑い合う みんながいれば大丈夫』
ことり保育園は人とのつながりをとても大事に楽しむ保育園です。人は人と繋がる中で心を温かく育みま
す。人を頼り、甘え、支え合いながら生きる中で繋がりは深まります。
一人じゃない、みんながいる、その仲間への信頼はひとり一人の自然な笑顔となって自分らしさを輝かせ
ます。地域にできた大きな森のような『ことり保育園』 空をみあげ、風を感じ、木のぬくもりを感じ、
育ち合い、大人も子どもも大切にされ、未来を創る子どもをみんなで守り、一緒に子育てを楽しんでいき
ましょう。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

一人ひとりがその人らしく保育ができることを大切にします。みんなで考え、みんなで支え合い、守り合
う、職員がワンチームになって保育し共に育ち合い学び合っていきます。
クラス会議、チーフ会議、職員会議でどんなことでも話せる雰囲気を大切にします。

求職者へのメッセージ とてもやりがいのもてる保育園です。子どもや自然が大好きな方待っています。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00025 保育士 正職員 2 【月給】186,900 円 ～ 341,200 円
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No. 30
社会福祉法人フジ福祉会 
フジ保育園

〒512-0904 四日市市東坂部町 150-4
TEL： 059-331-4128
URL： 

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 豊かな環境でのびのびと安心感と信頼感をもって活動できるように、子ども主体としての思いや願いを受
け止める。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み 研修に参加したり園内研修を開催して、専門的な知識を学べる機会の提供を行っている。

求職者へのメッセージ ぜひ園の様子を見に来てください！

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00015 保育士 正職員 5 【月給】170,000 円 ～ 190,000 円

No. 29
社会福祉法人志生会
内部ハートピア保育園

〒510-0954 四日市市釆女町 916-1
TEL： 059-347-1577
URL： http://heartpiahoikuen.jp

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

子どもが育つためには環境が大きな役割を果たし、発達に適した環境を整えることで、「子どもが本来持っ
ている成長の力を発展させていくことができる」と言う考えに基づいて保育に努めています。
子どもは「ひとりで出来るように手伝ってね」と叫んでいます。これは誰にも頼らず自分の力で出来るよ
うに、大人に手伝って貰いたいと言っている自立を願う子どもの言葉です。
自立した子どもは、自分が主人公になって自由にのびのびした生活が出来るようになり、周りの環境を吸
収して豊かに成長します。自由を得た子どもは、自分で考え自分で判断し自分で行動できる本当の個性を
持つことができるのです。そして、自立した個性的な子どもこそ、お友だちと社会と自然と共に生きるこ
とを願う人間に成長することでしょう。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

当園では、働きやすい環境づくりに力を入れています。早番・遅番は 2 ヵ月に 1 回（5 日間）と少なく、
残業も月末の職員会議や延長保育がある時くらいです。仕事と家庭のメリハリを付けながら働けます。
子どもたちの人数が多い賑やかな園で、30 名以上の保育士が連携して仕事を進めています。職員の負担軽
減や個々の子どもの発達に見合った環境について話し合っています。困った時は皆が支えてくれる、団結
力がピカイチの職場です。

求職者へのメッセージ

今、目の前にいる子ども一人ひとりの幸せがずっと続いていくような、育ちの支援をしていきたいと考え
ています。
「子どもや人との触れ合いが大好き」「子どもや仲間と一緒に思いを共感するのが好き」そんな方は、当園
にピッタリです。
定員変更の為、多くの若い力を求めています。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00279 保育士 正職員 5 【月給】200,450 円 ～ 326,000 円
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No. 32
社会福祉法人愛育会 
愛華保育園

〒512-8042 四日市市平津町 844-1
TEL： 059-364-8778
URL： http://www.aiikukai-hoiku.or.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等
先生と子どもたちのふれあいを大切にしながら、一人ひとりの個性を育てる「のびのび保育」を行ってい
ます。また、散歩などを通して四季の変化を肌で感じ取ったり、音楽リズム、絵画、等の情操教育にも力
を注いでいます。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・月案・週案、睡眠チェックなどは ICT を活用しています。
・希望日に有給休暇が取得できる環境です。
・家庭の事情や子どもの学校行事等を優先してもらっています。
・保育士数に余裕を持たせたり、事務員が用務的な仕事を受け持つことで保育士をサポートしたり、職員
体制に余裕を持ってゆとりのある保育をしています。

求職者へのメッセージ 明るい環境で和気あいあいと楽しく保育を進めています。
素敵な保育士さんになれるよう応援します。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00012 保育士 正職員 1 【月給】214,000 円 ～ 230,000 円

No. 31
社会福祉法人愛育会
三重愛育保育園

〒512-0911 四日市市生桑町 14-3
TEL： 059-331-6401
URL： http://www.aiikukai-hoiku.or.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

三重愛育保育園は四日市市の中心部に比較的近く、当園のある三重地区のご家庭はもちろんのこと、他の
地域のご家庭の方にもたくさんご利用頂いています。
保育園には広い園庭があり、子どもたちは活発に体を動かして遊び丈夫な体を育んでいます。周囲には田
んぼもあり、カエルやバッタ、トンボやセミなどたくさんの生き物がやってきて子どもたちは夢中になっ
て探しています。また、当園では小さい頃から歌、リズム遊びや触れ合い遊びを保育士や友達と一緒に楽
しみ、12 月に四日市文化会館で行うリズムフェスティバルでは 0 歳児クラスから参加し、大きな舞台の
上でもとても可愛らしい姿を見せてくれます。
この他に年少からはバス遠足、野菜の栽培、体操教室、絵画、英語教室、習字など様々な体験をし、個性
を伸ばして豊かな感性を持つ子どもに成長して欲しいと願っています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・月案・週案、睡眠チェックなどは ICT を活用しています。
・有給は正規・臨時・パート職員全員がほぼ 100％の取得率です。
・職員の家庭の学校行事等を優先してもらっています。
・保育士数に余裕を持たせたり、事務員が用務的な仕事を受け持つことで保育士をサポートしたり、職員
体制に余裕を持ってゆとりのある保育をしています。

求職者へのメッセージ 「先生と子ども達の触れ合いを大切にしながら一人ひとりの個性を育てるのびのび保育を行っています。
また、音楽リズム、絵画、習字等による情操教育及び体育を通しての健康な身体作りに力を注いでいます。」

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00013 保育士 正職員 3 【月給】214,000 円 ～ 216,000 円
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No. 34
社会福祉法人一二三会
三重保育園

〒512-0912 四日市市三重 1 丁目 7 番地
TEL： 059-332-3361
URL： 

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 一人ひとりの自立を促す保育を進めると共に季節感を味わえる行事を取り入れる。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

チームワークを大切にし、毎日の打ち合わせなどにより相互に助け合う体制つくりや意識つくりを進め職
場全体で保育に取り組む。

求職者へのメッセージ
保育士として働きたい方、新卒既卒を問わずお待ちしてます。一人ひとりの子の気持ちに寄り添った保育
を大切にしています。ぜひ一度、園の様子を見に来てください。
園見学は６月 1 日より受付けています。今年度の採用試験は８月 1 日以降を予定しています。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00016 保育士 正職員 3 【月給】200,000 円 ～ 250,000 円

No. 33
社会福祉法人一二三会 
いずみ保育園

〒512-0912 四日市市三重 6 丁目 129
TEL： 059-332-6123
URL： 

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 年齢別保育を基本とし、一人ひとりの自立を促す保育を進めると共に、季節感を味わえる行事を取り入れ
る。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

職員配置を常に基準以上に行い、子どもたちへの支援が十分行える体制で保育を行い、休暇の取得等をし
易くする。

求職者へのメッセージ
保育士として働きたい方、新卒既卒を問わずお待ちしてます。一人ひとりの子の気持ちに寄り添った保育
を大切にしています。ぜひ一度、園の様子を見に来てください。
園見学は６月 1 日より受付けています。今年度の採用試験は８月 1 日以降を予定しています。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00016 保育士 正職員 3 【月給】200,000 円 ～ 250,000 円
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No. 36
社会福祉法人宏育会
よっかいちひばり保育園

〒512-8052 四日市市西大鐘町 1490
TEL： 059-338-3030
URL： https://www.hibari-hoikuen.com/yokkaichi/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

よっかいちひばり保育園では、五感を最大に使い高低差のある場所で地に足をつけてとことん遊びこみ、
目で見て、耳で聴いて、心で感じ、友達と表現する事を大事にしている保育園です。体験すること、感じ
ること、伝えること、いつも輝きに満ち、異年齢保育の中で人と人の関わりを丁寧に積み重ね、すべての
子どもの「やってみたい！！」を引き出す力をサポートする保育を行っています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・有給が取りやすくなる工夫
・ノンコンタクトタイムを取り入れる工夫
・パソコンの導入
・残業軽減の工夫

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00027 保育士 正職員 1 【月給】186,000 円 ～ 220,000 円

2400-2006-00028 保育士 非常勤・パート 1 【時給】1,000 円 

No. 35
社会福祉法人あがた福祉会 
あがたが丘保育園

〒512-1202 四日市市あがたが丘 1-18-4
TEL： 059-326-3923
URL： https://masaichi.net/agatagaoka/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 団地内でも自然に囲まれているため、天気のよい日は毎日のように外へ出かけます。自然とのふれあいを
大事にしております。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

仕事と私生活の調和（ライフワークバランス）を重視しております。通常の勤務は 8:30～16:30 です。
当園は仕事後及び園行事（運動会、発表会、クリスマス会等）の後の外部での食事会、慰労会などはあり
ません。保育園内ですませ、行事の後は自由な時間を過ごしてもらっております。
※年 1 回 3 月の歓送迎会はあります。

求職者へのメッセージ 仕事をする時は一生懸命仕事をする。余暇は自由に。楽しく毎日を過ごしていただければ幸いです。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00017 保育士 正職員 1 【月給】199,908 円 ～ 296,000 円
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No. 38
社会福祉法人花園会
旭が丘保育園

〒510-0212 鈴鹿市中旭が丘 3 丁目 14-18
TEL： 059-386-1647
URL： 

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 遊びを中心にのびのびと保育しています。思いやりの心を大切に異年齢の交流も自然に持てています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

各世代に職員がバラついていて、色々な世代の先生と気軽に相談しながら保育をしています。31 年 4 月
に新築移転オープン、明るく広々とした園舎でとてもお仕事しやすいです

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00029 保育士 正職員 5 【月給】166,000 円 ～ 177,000 円

No. 37
社会福祉法人宏育会
ひばり保育園

〒510-8122 三重郡川越町大字豊田 85 番地 1
TEL： 059-365-3525
URL： https://www.hibari-hoikuen.com/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

ひばり保育園では子どもたちがもって生まれた素晴らしい可能性、一人ひとりの個性を輝かせるために、
たくさんの経験、体験を通して自分なりに見て、感じて、考えて子どもたちが自ら「やりたい」という気
持ちを大切にしています。そして子どもたちには「環境」がとても大切です。毎日の遊びを通してみんな
と仲よく遊べる環境、異年齢児との交流による思いやりの心の育ち、自然との出会い、地域の方とのかか
わりを通して心を育む保育を行っています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・有給が取りやすくなる工夫 
・ノーコンタクトタイムをクラス順で取り入れる工夫 
・パソコンの導入 
・残業軽減の工夫

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00027 保育士 正職員 1 【月給】186,000 円 ～ 220,000 円

2400-2006-00028 保育士 非常勤・パート 1 【時給】1,000 円 
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No. 40
社会福祉法人花園会
栴檀保育園

〒513-0836 鈴鹿市国府町 2539-1
TEL： 059-378-0918
URL： http://sendan.kids.coocan.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 家庭的な雰囲気の中で、地域の方々にもかわいがってもらいながら交流を図っています。春はミカンがり、
夏は海に出かけたりとたくさんの自然に囲まれのびのび生活しています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み 20 代・30 代の若い先生が多く何でも話しやすい職場です。

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00029 保育士 正職員 5 【月給】166,000 円 ～ 177,000 円

No. 39
社会福祉法人花園会
鼓ヶ浦保育園

〒510-0254 鈴鹿市寺家 3 丁目 40-15
TEL： 059-386-2071
URL： 

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 家庭的な雰囲気の中で、地域の方々にもかわいがってもらいながら交流を図っています。春はミカンがり、
夏は海に出かけたりとたくさんの自然に囲まれのびのび生活しています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み 20 代・30 代の若い先生が多く何でも話しやすい職場です。

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00029 保育士 正職員 5 【月給】166,000 円 ～ 177,000 円
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No. 42
社会福祉法人野町福祉会
大鳥保育園

〒510-0244 鈴鹿市白子町 2006 番の 1
TEL： 059-386-2611
URL： 

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

0・1 歳、3 歳以上は異年齢で一日を過ごしています。子どもたちは異年齢で園庭をはじめ遊びのコーナー
で思いっきり遊んでいます。多様な関わりを通して自分と他児との違いを知り、受容、共感する力や思い
やりの心を育んでいます。2 歳児は自我が芽生え育つ大事な時期ですので、より丁寧な関わりが必要と考
え 2 歳児だけで過ごしています。一年を通して半そで、半ズボン、裸足で過ごし丈夫な体つくりをしてい
ます。歌唱、運動面では専門家による指導を受けることで、子どもが自分の力を認め自信を持って欲しい
と考えています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

労働時間内で仕事を終えられるよう仕事の分担をしている。
休憩時間を確保している。
有給休暇、産前産後休暇、育児休暇を取得しやすくしている。

求職者へのメッセージ 子どもの成長に関われるやりがいと責任ある仕事です。
子どもとの関わりを通して保育士も共に育ちましょう。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00082 保育士 正職員 3 【月給】176,800 円 ～ 187,200 円

No. 41
社会福祉法人野町福祉会
野町保育園

〒510-0218 鈴鹿市野町西 2-15-10
TEL： 059-386-2338
URL： https://www.nomachihoikuen.net/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 一年を通して半そで、半ズボンで過ごし丈夫な体つくりをする。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み 書類作成は勤務時間内に終えられるよう、そのための時間を設けている。

求職者へのメッセージ 入職 2～3 年目の若い職員がたくさんおり、活気に満ちた明るい職場です。
職員同士がお互いを尊重し、高まり合いながら、よりよい保育が提供できるようにしましょう。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00039 保育士 正職員 3 【月給】176,800 円 ～ 187,200 円
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No. 44
社会福祉法人誠鈴福祉会
ひばり保育園

〒510-0226 鈴鹿市岸岡町 2707-174
TEL： 059-386-7982
URL： http://www.it-service.co.jp/a/seirei/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

ひばり保育園では、岸岡山をはじめ園をとりまく緑豊かな環境のもと、元気いっぱいの保育士による家庭
的で温かい触れ合いと、子ども同士の交流を通して、子どもらしさを十分に引き出せるよう心掛けていま
す。
さらにクラスの枠を超えて、お兄ちゃんお姉ちゃんたちは、小さなおともだちの面倒をみて優しい気持ち
をはぐくみ、小さなお友だちはやさしく、たくましいお兄さん・お姉さんの活躍する姿をしっかりとらえ、
たくましく成長していく・・・・
この少人数の定員を活かした昔懐かしい大家族のような雰囲気の中、成長していくお子さんの姿を、お父
さん・お母さん・おじいちゃん・おばあちゃんにも観て・参加してもらい、保育園と家庭の双方で力を合
わせ、温かく愛情に包まれた子育てを応援しています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

児童票などの記録は主にパソコン（kidview）を使って作成しています。
児童票などの記録作成のため、担任クラスの園児数に応じて、保育から離れてフリーの時間がもらえます。
残業は、ほぼ毎月 10 時間以内で運動会や発表会の準備でも 19:00 以降残ることはありません。
有給休暇の消化も付与された日数のほとんどを毎年消化できます。
どのクラスも基本的に一人担任ではなく、複数担任で編成しています。

求職者へのメッセージ 当園の保育について興味・関心のある方は見学などお気軽にお越しください。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00035 保育士 正職員 1 【月給】190,320 円 ～ 

No. 43
社会福祉法人慈童会
くすのき保育園

〒510-0222 鈴鹿市若松西 6 丁目 28 番 11 号
TEL： 059-385-5388
URL： https://www.sunalix.co.jp/kusunoki/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

・ 日々過ごしていく中で必要なことは、自分たちでできるように。
・ 広い園庭や周辺の自然の中の散歩、全長 15m のプールでの水遊びなどを通じて健康的な保育を行い、
心身ともに健康的な子どもを育みます。
・ 隣接する特別養護老人ホーム「くすのき園」や地域の方など、異世代の人たちと交流をはかり、郷土文
化の伝承などを大切にしています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・ 月週案などの計画管理は ICT を活用しています。
・ 保育補助や幼小教諭、養護教諭や看護師など保育士以外の職種の方にも協力いただき、基準以上の職員
配置をしています。子どもたち一人一人へのきめの細かいケアや担任への負担が集中しないよう配慮して
います。
・ 年度当初に計画年休を組み入れた年間の勤務表を作成しています。それ以外にも、随時希望年休を確認
し、オンとオフの時間を大切にしてもらっています。

求職者へのメッセージ
ここに記載している情報はあくまでも一例です。
ご不明点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。
ここには書ききれない魅力がたくさんの保育園です。一度、園見学にいらしてください。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00038 保育士 正職員 1 【月給】169,100 円 ～ 329,700 円

2400-2006-00036 保育士 常勤（正職員以外） 1 【時給】960 円 ～ 1,100 円

2400-2006-00037 保育士 非常勤・パート 3 【時給】880 円 ～ 1,100 円
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No. 46
社会福祉法人いそやま会 
いそやま保育園

〒510-0257 鈴鹿市東磯山 2 丁目 26-18
TEL： 059-387-6012
URL： http://isoyama.hoikuen.to

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

①心身ともにたくましい子どもを育てる。
②自分で考え、自ら学ぼうとする子どもを育てる。
（1）運動が好きな子
（2）絵本を読むのが好きな子
（3）音楽が好きな子

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・登降園の管理、睡眠チェック、指導計画等の書類は、18 台の ipad で管理し、共有し、事務負担を軽減
している。
・必要な保育士数より余裕を持った職員配置をしているため、総括主任 1 名と 3 才未満児主任・以上児主
任 2 名がフリーで担任をケアしている。そのため新任保育士も気軽に保育の悩みや疑問点を相談できる。
・年に 2～3 回、パート教諭を含む学年の担任全員が集まれる日時を設定し、勤務時間外に園以外の場所
に集まり、勤務中に話せない内容も含めてお互いの懇親を図るための食事会を自主的に行なっています。
費用については福利厚生事業として園が負担しています。

求職者へのメッセージ

働くことは、「はたを楽にすること」です。仕事とは、「事に仕える」という意味です。ではどんな事に仕
えるのか、「人に喜ばれる事」に仕えるのです。保育園で言えば、子どもたちの成長を子ども自身や保護者
に喜んでもらえる事です。先生がその子の可能性を信じ、あきらめずに向き合うことで、その子の中に眠
っていたある能力が花開いた時、先生になって本当に良かったと思えます。私と出会わなかったら、その
子の隠れた能力は永久に眠ったままだったかも知れないと思うと、さらに大きな感動に包まれます。人を
育てるという尊い仕事に、一人でも多くの方々が携わっていただくことを願います。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00033 保育士 正職員 2 【月給】209,664 円 ～ 212,680 円

No. 45
社会福祉法人誠鈴福祉会
みそら保育園

〒510-0226 鈴鹿市岸岡町字袖 3280
TEL： 059-380-6339
URL： http://www.it-service.co.jp/a/seirei/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

みそら保育園は、岸岡山のふもとの田んぼの真ん中に、平成 16 年 4 月に開設されました。
夏にはカエルの鳴き声が、秋には稲穂の揺れる音が聴こえる自然豊かな環境のもと、元気いっぱいの保育
士による家庭的で温かい触れ合いと、子ども同士の交流を通して、子どもらしさを十分に引き出せるよう
心掛けています。
さらに年齢別クラスだけでなく、縦割りクラスも取り入れ、お兄ちゃんお姉ちゃんたちは、小さなおとも
だちの面倒をみて優しい気持ちをはぐくみ、小さなお友だちはやさしく、たくましいお兄さん・お姉さん
の活躍する姿をしっかりとらえ、たくましく成長していく・・・・
この昔懐かしい大家族のような雰囲気の中、成長していくお子さんの姿を、お父さん・お母さん・おじい
ちゃん・おばあちゃんにも観て・参加してもらい、保育園と家庭の双方で力を合わせ、温かく愛情に包ま
れた子育てを応援しています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

児童票などの記録は主にパソコン（kidview）を使って作成しています。
児童票などの記録作成のため、担任クラスの園児数に応じて、保育から離れてフリーの時間がもらえます。
残業は、ほぼ毎月 10 時間以内で運動会や発表会の準備でも 19:00 以降残ることはありません。
有給休暇の消化も付与された日数のほとんどを毎年消化できます。
どのクラスも基本的に一人担任ではなく、複数担任で編成しています。

求職者へのメッセージ 当園の保育について興味・関心のある方は見学などお気軽にお越しください。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00042 保育士 正職員 1 【月給】190,320 円 ～ 
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No. 48
社会福祉法人白鳩会
かもめ保育園

〒513-0003 鈴鹿市加佐登町 2059-2
TEL： 059-389-5115
URL： http://www.whitepoppo.jp

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等
豊かな自然に囲まれており、子どもたちが健やかにすごせる環境の中、健康で丈夫な子ども、明るくたく
ましい子ども、自分で考え自分で行動しようとする子ども、他人の苦しみや悲しみのわかる子、友達と力
を合わせ協力できるこども、こんな子ども達に育って欲しいと願い、日々保育をしています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・登降園の管理はＩＣＴを活用しています。
・保育の周辺業務（遊具の消毒や掃除、片付け等、保育士でなくてもできる作業）を、用務員の方に任せ
ることで、保育士の業務軽減を図っています。
・言葉がわからない外国の子ども達とコミュニケーションをとるため通訳の先生を雇用している。

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00032 保育士 正職員 3 【月給】187,200 円 ～ 209,200 円

No. 47
学校法人白百合学園
認定こども園 白百合幼稚園

〒510-0257 鈴鹿市東磯山 2-3-1
TEL： 059-386-6228
URL： http://shirayuri.youchien.to

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

①自然に親しみ、友だちとのびのび遊べる子どもを育てる
②自分で考え、自ら学ぼうとする子どもを育てる
（1）運動が好きな子
（2）絵本を読むのが好きな子
（3）音楽が好きな子

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・登降園の管理、睡眠チェック、指導計画等の書類は 16 台の ipad で管理、共有し、事務負担を軽減して
いる。
・必要な保育教諭数より余裕を持った職員配置をしているため、すべてのクラスで 1 人担任はなく複数担
任制を採っている。そのため新任保育教諭も先輩教諭から指導を受けながらクラス運営を行なうことがで
きる。

求職者へのメッセージ

働くことは、「はたを楽にすること」です。仕事とは、「事に仕える」という意味です。ではどんな事に仕
えるのか、「人に喜ばれる事」に仕えるのです。幼稚園で言えば、子どもたちの成長を子ども自身や保護者
に喜んでもらえる事です。先生がその子の可能性を信じ、あきらめずに向き合うことで、その子の中に眠
っていたある能力が花開いた時、先生になって本当に良かったと思えます。私と出会わなかったら、その
子の隠れた能力は永久に眠ったままだったかも知れないと思うと、さらに大きな感動に包まれます。人を
育てるという尊い仕事に、一人でも多くの方々が携わっていただくことを願います。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00034 保育士 正職員 2 【月給】209,768 円 ～ 212,784 円
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No. 50
社会福祉法人愛児の会
石薬師認定こども園

〒513-0012 鈴鹿市石薬師町 1735-1
TEL： 059-374-1398
URL： http://www.mecha.ne.jp/~ishi-ho/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 心と身体を豊かに育む保育

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み 各種休暇制度の充実/子の看護休暇に於ける対象児の年齢の拡大

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00030 保育士 正職員 3 【月給】189,100 円 ～ 236,000 円

2400-2006-00031 保育士 正職員 3 【月給】208,900 円 ～ 223,800 円

No. 49
社会福祉法人白鳩会
白鳩保育園

〒513-0004 鈴鹿市加佐登一丁目 8 番 10 号
TEL： 059-378-1610
URL： http://www.whitepoppo.jp

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

「あそび」を中心に、子どもたちの自立性と創造性を大切にしながら、未来の社会を背負っていく人とし
ての基礎になるいろいろな力や、資質を育てることを目標とし、「健康で丈夫な子」「明るくたくましい子」
「自分で考え、自分で行動しようとする子」「他人の苦しみや、悲しみのわかる子」「友達と力を合わせ、
協力できる子」の育成をめざしています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・保育に係る周辺業務（園庭整備や清掃、食事の後片付けや清掃など）を用務員や保育助手に任せること
で、保育士の業務軽減をはかっています。

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00032 保育士 正職員 3 【月給】187,200 円 ～ 209,200 円
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No. 52
社会福祉法人愛児の会
竹野の森こども園

〒513-0026 鈴鹿市竹野町 305-2
TEL： 059-384-3215
URL： http://www.mecha.ne.jp/~ishi-ho/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 心と身体を豊かに育む保育

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み 各種休暇制度の充実/子の看護休暇に於ける対象児の年齢の拡大

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00030 保育士 正職員 3 【月給】189,100 円 ～ 236,000 円

2400-2006-00031 保育士 正職員 3 【月給】208,900 円 ～ 223,800 円

No. 51
社会福祉法人愛児の会
第 2 石薬師保育園

〒513-1124 鈴鹿市自由ヶ丘 2-18-14
TEL： 059-374-0730
URL： http://www.mecha.ne.jp/~ishi-ho/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 心と身体を豊かに育む保育

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み 各種休暇制度の充実/子の看護休暇に於ける対象児の年齢の拡大

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00030 保育士 正職員 3 【月給】189,100 円 ～ 236,000 円

2400-2006-00031 保育士 正職員 3 【月給】208,900 円 ～ 223,800 円
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No. 54
社会福祉法人法輪会
ほうりん認定こども園

〒513-0049 鈴鹿市北長太町 4119
TEL： 059-385-0190
URL： http://www.horin-g.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

子どもたちが毎日過ごす生活の場所であるこども園。そこでの子どもたちの生活を援助する保育教諭をは
じめとする園の大人（園長・副園長・主任・保育教諭・調理員・事務員・用務員）のかかわりや保育の環
境と日課の組み方（保育プログラム）などその保育をとおして自己肯定感をもった健やかな子どもを育成
します。
また、人的な環境（保育教諭のかかわり）とともに遊具・園舎・園庭など子どもたちを取り巻く物的な保
育環境を整備して教育及び保育をおこなっています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

保育が楽しいと感じられるように園内研修会の開催や働く職員が長く続けられるように休暇などの整備
やとりやすい環境に取り組んでいます。

求職者へのメッセージ ほうりんこども園グループはやさしさを保育テーマにしています。ご一緒に保育を楽しみませんか！

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00040 保育士 正職員 4 【月給】200,560 円 ～ 208,880 円

No. 53
社会福祉法人法輪会 
高岡ほうりん認定こども園

〒513-0014 鈴鹿市高岡町字塚原 1843-7
TEL： 059-349-1100
URL： http://www.horin-g.jp/takaoka/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

乳幼児期の保育の目標に「集中する力と友達作り（よい人間関係）」があげられますが、これらは、すべて
遊びを通じて養われます。つまり毎日のこども園生活の中で整った保育環境の中で「いろいろな遊び」の
経験がその子どもの成長を促します。 特にこの時期は配慮された保育環境においてどれだけ遊びに集中
できるかが大切です。子どもは、豊かな遊びを通じて人の「生きる力」を身につけていきます。
乳児・幼児ともその保育室には、いろいろな遊びのコーナーを用意しています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

保育が楽しいと感じられるよう園内研修会の開催や働く職員が長く続けられるよう有給休暇など取りや
すい環境に取り組んでいます。

求職者へのメッセージ ほうりんこども園グループはやさしさをテーマにしています。ご一緒に保育を楽しみませんか！

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00040 保育士 正職員 4 【月給】200,560 円 ～ 208,880 円
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No. 56
ルネッサンス三祐株式会社
トーマスぼーや保育園

〒513-0843 鈴鹿市平田東町 10-13
TEL： 059-375-2468
URL： http://www.thomas.ed.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

「わんぱくとエチケットをハーモニーできる子ども」を保育目標に掲げ、自分自身でけじめがつけられる
子どもに育つように保育を行っています｡当園は高齢者施設･学童が併設しており、様々な世代と交流出来
る環境にあります。特に高齢者とは毎月継続的に交流会を行い､子どもたちも楽しみにしています。
保育室では先生の奏でるピアノで歌を歌ったり、リトミックを取り入れた活動、またスイミングや体操教
室等の運動する機会も作り基礎的な運動能力も育てています。
子どもは内面に自ら育とうとする力を持っているという子ども観から、主体性を大切に、常に子ども中心
に考え多様化する社会ニーズに対応できる保育を目指しています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・ICT 化による保育業務の効率化 ・職員の健康経営への取り組み（健康事業所宣言）
・園全体での定時退社の推奨 ・産休・育休・時短勤務など、様々な働き方に対応
・メンター制度の導入による、保育士のメンタルサポート
・充実した福利厚生（ユニフォーム代補助・社内イベント補助・各種お祝い金・家賃補助など）
・外部研修への積極的参加
※仕事で分からない事や不安な事があっても、先輩保育士が全力でサポートしてくれます！

求職者へのメッセージ

あたたかい雰囲気の家庭的な園です。自分の得意な事があればそれを延ばし全職員が一体感を持って子ど
も達のための保育を日々考え奮闘中です。私達と共に夢を持って選ばれる保育園を目指しませんか。
｟入社 2 年目職員より｠優しい頼れる先輩が多く、悩みややりたい事があれば、皆で前向きに考え協力し
てくれる園の雰囲気が私は好きです。また、色んな事に取り組んでいるのでスキルアップもきます。仕事
は大変ですが楽しく働ける園です。
｟入社 10 年目職員より｠今年は開園 20 周年！保育環境の見直しや研修会など積極的に行っています。
新しい事に挑戦したい！もっと保育を楽しみたい！という方にはぴったりの園です。わくわくしたいあな
た！お待ちしています。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00041 保育士 正職員 3 【月給】180,000 円 ～ 183,000 円

No. 55
社会福祉法人志生会
ハートピア保育園

〒513-0805 鈴鹿市算所町 563-3
TEL： 059-381-1555
URL： http://heartpiahoikuen.jp

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

子どもが育つためには環境が大きな役割を果たし、発達に適した環境を整えることで、「子どもが本来持っ
ている成長の力を発展させていくことができる」と言う考えに基づいて保育に努めています。
子どもは「ひとりで出来るように手伝ってね」と叫んでいます。これは誰にも頼らず自分の力で出来るよ
うに、大人に手伝って貰いたいと言っている自立を願う子どもの言葉です。
自立した子どもは、自分が主人公になって自由にのびのびした生活が出来るようになり、周りの環境を吸
収して豊かに成長します。自由を得た子どもは、自分で考え自分で判断し自分で行動できる本当の個性を
持ついことができるのです。そして、自立した個性的な子どもこそ、お友だちと社会と自然と共に生きる
ことを願う人間に成長することでしょう。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

当園では、働きやすい環境づくりに力を入れています。
早番・遅番は約 3 ヵ月に 1 回（5 日間）と少なく、残業も月末の職員会議や延長保育がある時くらいです。
仕事と家庭のメリハリを付けながら働けます。
子どもたちの人数が多い賑やかな園で、約 40 名の保育士が連携してお仕事を進めています。職員の負担
軽減や個々の子どもの発達に合った環境を話し合っています。困った時は皆が支えてくれる、団結力がピ
カイチの職場です。

求職者へのメッセージ

今、目の前にいる子ども一人ひとりの幸せがずっと続いていくような、育ちの支援をしていきたいと考え
ています。
「子どもや人との触れ合いが大好き」「子どもや仲間と一緒に思いを共感するのが好き」そんな方は、当園
にピッタリです。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00278 保育士 正職員 3 【月給】200,450 円 ～ 326,000 円
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No. 58
社会福祉法人久間田福祉会
くまだ保育園

〒513-1123 鈴鹿市下大久保町丸岡 481-5
TEL： 059-374-1952
URL： https://kumada.org/kumada/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

「いっぱい遊ぶこと」ー自然の中で友だちと関わりながら、自分で考えて遊ぶこと。
「いっぱい食べること」ーできる限り安全な食材を使い、手作りを心がけること。食べ物と体の関係を知
りながら、楽しく食べること。
「生きる力を身につけること」ー様々な経験を積みながら、嬉しいこと、悔しいこと、悲しいこと、楽し
いことを知ること。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・仕事をシェアし、労働時間を守る
・休憩時間を確保する
・有給休暇のとりやすい環境を作る
・産前産後休暇、育児休暇、育児短時間等

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00021 保育士 正職員 4 【月給】152,880 円 ～ 206,640 円

No. 57
社会福祉法人微笑会
岸田保育園

〒513-1121 鈴鹿市岸田町 1491
TEL： 059-374-1955
URL： https://masaichi.net/hohoemikai/kisida/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等
・伊勢茶の産地で緑がいっぱい。新茶の香り漂う保育園
・音楽リズムを通して、豊かな感性と情緒を養う
・月一回の本堂参拝を通して、すべてのことに感謝と思いやりの気持ちを養う

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・常に職員同士の意思疎通を図り、和気あいあいの職場環境づくりに努める
・休憩時間、有給休暇の取得しやすい環境づくりに努める
・自分の保育に対する意見や考えが反映しやすい環境づくりに努める

求職者へのメッセージ ・保育に熱のあるあなたのご応募をお待ちしています。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00312 保育士 正職員 2 【月給】188,000 円 ～ 191,300 円
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No. 60
社会福祉法人松風福祉会
幼保連携型認定こども園 亀山愛児園

〒519-0125 亀山市東町 1 丁目 10－16－1
TEL： 0595-83-1523
URL： https://kameai.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

三重県内で戦後すぐに設立した当園は、2019 年度より、幼保連携型認定こども園として、教育と保育に
取り組み始めました。仏教保育を基本とし、仏さまに毎朝お参りしたり、行事を通し、お釈迦様や親鸞様
について学んでいます。「ありがとう」「ごめんなさい」「もったいない」の心を育めるよう、子ども達には
日々、感謝の気持ちを大切にすることを伝えています。
年少クラスより、マーチングに取り組み、園外行事や生活発表会等で演奏を披露し、地域の方々から喜ば
れています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・登降園の管理はＩＣＴを活用しています。
・書類作成は、勤務時間内に終えられるように、時間を設けて残業を減らしています。
・学校行事に参加しやすい勤務体制を作っています。
・正規職員が多いので、早番遅番勤務の回数が少ないです。（月 3 回程度）

求職者へのメッセージ

子どもは、未来の宝です。
よりよい未来へつなげるための教育・保育に取り組みましょう。
職員は家族です。様々な年代の職員がいるので、保育はもちろん、人生の先輩から学ぶこともたくさんあ
ります。
職員の子どもも受け入れています。
思いやりを持つ仲間と一緒に働きませんか？

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00116 保育士 正職員 3 【年俸】3,000,000 円 ～ 5,000,000 円

No. 59
社会福祉法人里和
なのはな保育園

〒519-0103 亀山市川合町 1209
TEL： 0595-97-3624
URL： http://www.nanohana-mie.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 子ども達が心身ともに、健やかな子どもに育つことを願って、保育園では地域や家庭と連携を持ち、家庭
的な雰囲気の中で、一人ひとりの子どもが安定して生活できるような環境を整える。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

書類作成は勤務時間内に終わらせられるように、そのための時間を設けている。
正規職員は、有給休暇のほかに三ヶ月に一日、一年で四日自由に取ることができるセレクト休日を設けて
いる（有給で）。

求職者へのメッセージ お待ちしております。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00044 保育士 正職員 2 【月給】202,544 円 
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No. 62
社会福祉法人微笑福祉会
野登ルンビニ園

〒519-0801 亀山市両尾町字車瀬 2193 番地
TEL： 0595-85-8030
URL： http://www.runbinien.net

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

【見守り保育】子供が出来ることには手を出さず、きっかけだけ助けることはあっても自分で出来た喜び
を味わい意欲につなげる保育

【行事】運動会は地区と園の二回、夏祭りやお泊り保育、発表会、バスでお出かけ等、行事が多いが、そ
のたくさんの経験の中から子供の意欲を引き出し、時には失敗もあるがそれを乗り越える経験も
させることが出来る保育

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

【チーム保育】ひとりでかかえ込まず、常に誰かに相談しながら問題解決できる。協力や合同保育、縦割
り保育等も含め、全職員が子ども一人ひとりを全て把握し、園全体で一人の子どもを育て
ている。決定時や変更事項等すぐに会議を持ち、皆の意見で日々の保育を進めている。

【働き方を自分で決められる】
貢献度と報酬のバランスを自分で決めることが出来るので、ゆっくり成長したい年、めい
っぱい頑張りたい年と、一年ごとに自己申告できる。１日の就労時間も規定内で自由に組
め、有給休暇は 100％消化の職員がほとんどである。

【ＩＣＴ化】保育アプリで保護者に日々の様子を保護者に配信している。また各クラスに ipad が一台ず
つあり、書類のデータ化で、事務的作業時間の短縮を図っている。

【休憩室】保育室を離れて休憩できる環境が整っている。

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00083 保育士 正職員 2 【月給】174,500 円 ～ 255,700 円

No. 61
社会福祉法人なぎ
川崎愛児園

〒519-0211 亀山市川崎町字上垣内 4928 番
TEL： 0595-85-8018
URL： http://www.swcnagi.com/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

〇「自分の頭で考えて、自分の意志で行動し、自分の身体を使って確かめる（わかる）」というプロセスが
身につくように日々の生活を見守っていくことを重要視しています。
〇身体を存分に使って遊ぶことが脳を含めた身体機能の成長・発達に不可欠であることから、屋外遊びの
時間をできる限り取るようにしています。
〇日常生活における基本的な作法を身に付けることは日々の生活を合理的にスムーズに送ることに繋が
るという理解から、生活の基本作法を根気よく丁寧に指導しています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

〇職員 1 人当たりの仕事の負担を軽減し、保育の質を維持向上させる意図をもって、配置基準を上回る職
員体制で運営しています。
〇年度開始前に 1 年間の行事等の概要を周知し、その上で毎月の就業体制を職員間で話し合って決定する
ようにしています。
〇研修等の情報共有のほか、会議を始めとした話し合いの場で自由に発言して職場環境や保育のスキルを
改善していくことができるような環境形成を心掛けています。
〇夏季休暇を含めた年次有給休暇については全職員の 100％取得を目指しています。

求職者へのメッセージ

〇元気で明るく、失敗を恐れずにチャレンジするマインドのある方を求めています。
〇自分の意見を明確にする姿勢と他者の意見を傾聴する姿勢を持ち、常に自分自身と職場の双方の改善意
識を持って活動する方を求めています。
〇保育所は面倒くさいことを根気よく何度も実践することが求められる職場であって、それが子どもと対
峙するときに重要な態度であると深く理解している方を求めています。
〇観察力・洞察力・行動力とそれを実効あるものとするに足る知力と体力のある方を求めています。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00043 保育士 正職員 1 【月給】188,000 円 ～ 198,000 円
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No. 64
社会福祉法人白蓮福祉会 
白塚愛児園

〒514-0101 津市白塚町 5334 番地
TEL： 059-232-3214
URL： 

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

・広い園庭で十分に戸外遊びを楽しみます。大きなイチョウやクスノキがあり、夏の木陰は涼しく、四季
の変化を感じることができます。
・うたに合わせてゲームをしたり、絵カード・文字カード・数カードなどを使い楽しく遊びながら、友だ
ちや保育士と一緒に数や言葉を理解していきます。
・リトミックを楽しみ、心身の芸術感覚を養っています。
・3 歳児は通年、4・5 歳児は夏季に午睡をしています。
・夏季には、3・4・5 歳児の縦割り保育を行っています。
・食物アレルギー等にも対応しています。
≪特別保育等の実施状況≫
・障害児保育 ・延長保育 ・地域子育て支援事業「愛・子育てひろば」
・地域活動事業 ・育児、児童、家庭にかかわる相談等

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・労働基準法や育児・介護休業法等を遵守しています。
・会議等は就業時間内に行い、時間外勤務ができるだけ発生しないように努めています。
・子どもの学校行事や家族の都合に合わせ、休暇が取りやすいように配慮しています。
・年 1 回研修旅行を実施する等、職員間のコミュニケーションを図っています。

求職者へのメッセージ 随時見学を受け付けていますので、一度ご来園いただき、園や子ども達の雰囲気を感じてください。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00045 保育士 正職員 5 【月給】169,608 円 ～ 178,552 円

No. 63
社会福祉法人三鈴会 
さくら保育園

〒510-0307 津市河芸町影重 1140 番地 1
TEL： 059-245-1163
URL： 

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 ・家庭的なあたたかい環境の中で、自然との触れ合いなど、体験を通し心身ともにたくましく育つ保育を
実施している。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・書類作成等は勤務時間内に終えるようにして、日々の残業を減らしています。
・子育て世代が働きやすい職場になるよう、日々、職員間で意見を出し合い、学校行事等に参加しやすい
勤務体制を作っています。

求職者へのメッセージ

・勤務時間や休暇をできる限り調整し、働きやすい環境をつくる職場です。
・子育て経験が豊富な人が多く、子育ての悩みも相談しやすく、いつも笑いの絶えない明るい雰囲気の職
場です。保護者の方からも「先生たちが明るい」「子どもたちがのびのびしている」という嬉しい声をよく
聞きます。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00055 保育士 正職員 2 【月給】162,400 円 ～ 178,500 円
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No. 66
社会福祉法人自由学苑福祉会 
久居保育園

〒514-1131 津市久居西鷹跡町 365 番地 11
TEL： 059-259-0080
URL： http://hisai-hoiku.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

一般的に、幼稚園は「教育」を行う場で、保育園は「保育」を行う場とされていますが、久居保育園では
「教育」にも力を注いでいます。なかでも、考える力、生きる力の源泉となる国語力、豊かな言葉の習得
にしっかりと取り組んでいます。また、みんなで同じ遊び、活動を行う「クラス活動」を積極的に取り入
れ、小学校に入ってから、スムーズに座学・集団行動が出来るように協調性を養うなど、保育園と幼稚園
双方の良さを融合した、バランスの良いカリキュラムを編成しています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・午前と午後に技能員を配置し、園内外の清掃などを任せているほか、保育補助のパート職員が雑務をす
ることで、保育士が保育に集中しやすい環境を整えています。
・女性が働きやすい職場である様に、産休育休の取得しやすさはもちろん、有給休暇の取得しやすさや、
土曜日勤務も事前に調整が可能です。

求職者へのメッセージ みんながいきいき働ける職場を目指しています。気軽にお問い合わせください。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00309 保育士 正職員 4 【月給】188,500 円 ～ 196,500 円

2400-2006-00054 保育士 常勤（正職員以外） 1 【月給】216,500 円 ～ 256,500 円

No. 65
社会福祉法人白蓮福祉会 
津愛児園

〒514-0003 津市桜橋 3 丁目 45-1
TEL： 059-226-0117
URL： 

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

ことばとかずあそび：主に年長児は遊びながら、かずやことばに親しんでいます。
戸外あそび：広い 2 つの園庭で思いっきり体を動かしています。
リトミック：心身の芸術感覚を養います。
自然を感じる：草花や、昆虫を見たり、野菜を育てたりして、四季の変化を楽しく感じています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・前月に各人の休暇希望を確認し、休暇がとりやすい体制を作っています。
・学校行事等には、参加できるように配慮した勤務体制です。

求職者へのメッセージ 子どもたちの笑顔にかこまれて、成長をみつめながら、一緒に働きませんか。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00045 保育士 正職員 5 【月給】169,608 円 ～ 178,552 円
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No. 68
社会福祉法人洗心福祉会
豊野保育園

〒514-0115 津市一身田豊野 1979-1
TEL： 059-231-1364
URL： https://www.sensin.or.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

昭和５４年４月に豊野団地内に開園し、当法人｛洗心福祉会｝の原点でもあり、３７年の歴史を刻み、平
成２８年４月に同団地内に新設移転いたしました。自然の豊かさに恵まれ、緑につつまれた園庭で、四季
の移ろいを感じることができ、近くには同法人が運営する老人施設があり、定期的に交流会を行っていま
す。新設を機に地域の方々のニーズにお応えし、一時預り保育、学童保育、子育て支援センターの事業も
行っています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

同法人保育園共通の「保育の手引き（マニュアル）」があり、初めての担任でも安心して保育を進めていく
ことが出来ます。
また、産前産後、育休はもちろん、時短出勤や子どもの小学校入学までは早番・遅番の免除など、自分の
生活環境に合わせた選択ができ、働きやすい環境があります。

求職者へのメッセージ
福利厚生が充実しており、育児休暇後も仕事復帰がしやすい環境が整っていて、長く働けることができま
す。
質問等がありましたら問合せ下さい。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00086 保育士 正職員 2 【月給】164,850 円 ～ 228,950 円

2400-2006-00084 保育士 常勤（正職員以外） 1 【日給】8,340 円 ～ 8,500 円

2400-2006-00085 保育士 非常勤・パート 2 【時給】980 円 ～ 1,000 円

No. 67
社会福祉法人自由学苑福祉会
大川乳幼児保育園

〒514-0007 津市大谷町 240 番地
TEL： 080-9370-5783
URL： 

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等
保育内容:「ひとりひとりを大切に」乳幼児期の大切な一瞬一瞬を見逃さず、生活の手立てとなるような保
育を目指している。3 歳からは、幼稚園へ進級することを視野に入れ、様々な面での教育にも力を入れて
いる。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み 事務作業用にパソコンを導入し、手書きの作業を減らすことで、事務仕事の効率化を図っています。

求職者へのメッセージ 乳幼児のみのアットホームな保育園です。家庭的な雰囲気の中で、園児も保育士も日々、楽しく過ごして
います。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00309 保育士 正職員 4 【月給】188,500 円 ～ 196,500 円

2400-2006-00054 保育士 常勤（正職員以外） 1 【月給】216,500 円 ～ 256,500 円
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No. 70
社会福祉法人洗心福祉会
第二はなこま保育園

〒514-0816 津市高茶屋小森上野町 778
TEL： 059-238-1616
URL： https://www.sensin.or.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

敷地内に同法人の保育園、複数の老人施設があり、日常的に交流をしています。また、診療所を隣接して
いることから、何かあったときにすぐに受診できる恵まれた環境にある保育園です。
保育園には子育て支援センター、一時預かり保育、学童保育を併設しており、様々な年齢、地域の方との
関わりを日常的に持つことができます。
小さい頃からの毎日の生活から、基本的な生活習慣、各年齢に沿った様々な経験を通して、人を思いやる
心を育んでいます。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

同法人保育園共通の「保育の手引き（マニュアル）」があり、初めてのクラスでも安心して保育を進めてい
くことが出来ます。
また、産前産後、育休はもちろん、時短出勤や子どもの小学校入学までは早番・遅番の免除など、自分の
生活環境に合わせた選択ができ、働きやすい環境があります。

求職者へのメッセージ 第二はなこま保育園がチームとなって働いています。
園見学に来ていただいた時、気軽に質問してください。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00095 保育士 正職員 2 【月給】164,850 円 ～ 228,950 円

2400-2006-00093 保育士 常勤（正職員以外） 1 【日給】8,340 円 ～ 8,500 円

2400-2006-00094 保育士 非常勤・パート 2 【時給】980 円 ～ 1,000 円

No. 69
社会福祉法人洗心福祉会
はなこま保育園

〒514-0817 津市高茶屋小森町 4159
TEL： 059-235-5665
URL： https://www.sensin.or.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等
家庭的な雰囲気の中、異年齢児との関りを大切にし、ともだちへの優しさや思いやりを育む保育を目指し
ています。敷地内には、同法人の医療機関も隣接しており、急な時に対応してもらえて安心です。隣接す
る第二はなこま保育園との交流もしています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

同法人保育園共通の「保育の手引き（マニュアル）」があり、初めての担任でも安心して保育を進めていく
ことが出来ます。
また、産前産後、育休はもちろん、時短出勤や子どもの小学校入学までは早番・遅番の免除など、自分の
生活環境に合わせた選択ができ、働きやすい環境があります。

求職者へのメッセージ 健康と安全を保ちながら、未来あるこどもたちの明日を私たちと一緒に育んでいきましょう！

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00092 保育士 正職員 2 【月給】164,850 円 ～ 228,950 円

2400-2006-00090 保育士 常勤（正職員以外） 1 【日給】8,340 円 ～ 8,500 円

2400-2006-00091 保育士 非常勤・パート 2 【時給】980 円 ～ 1,000 円
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No. 72
学校法人山田学園 
清泉幼稚園（幼保連携型）

〒514-0034 津市南丸之内 9-12
TEL： 059-228-5341
URL： http://www.seisen-youchien.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 知能教育を実践し、子供達の能力を遊びの中で伸ばせる様、様々な活動を行っています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

子育て世代が働きやすく、学校行事等にも参加しやすい勤務体制を作れる様、前月にシフト希望を確認し
ています。

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00119 保育士 正職員 1 【月給】173,500 円 ～ 188,500 円

No. 71
社会福祉法人洗心福祉会
つまちなか保育園

〒514-0027 津市大門 7 番 15 号 津センターパレス 4 階
TEL： 059-253-5454
URL： https://www.sensin.or.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 津市の中心街に位置する津センターパレス内にあるアットホームな保育園です。日頃から近くの観音公園
に散歩に出かけたり、商店街のラジオ体操に参加したりして地域の皆さんとの交流を大切にしています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

同法人保育園共通の「保育の手引き（マニュアル）」があり、初めての担任でも安心して保育を進めていく
ことが出来ます。
また、産前産後、育休はもちろん、時短出勤や子どもの小学校入学までは早番・遅番の免除など、自分の
生活環境に合わせた選択ができ、働きやすい環境があります。

求職者へのメッセージ 数多くある保育園の中から自分が本当に働きたいと思う園を見つけるなら、実際に見て聞いて肌で雰囲気
を感じることが大切です。是非園に見学に来てみてくださいね。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00089 保育士 正職員 1 【月給】164,850 円 ～ 228,950 円

2400-2006-00087 保育士 常勤（正職員以外） 1 【日給】8,340 円 ～ 8,500 円

2400-2006-00088 保育士 非常勤・パート 2 【日給】980 円 ～ 1,000 円
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No. 74
社会福祉法人清泉福祉会
清泉愛育園

〒514-0042 津市新町一丁目 8 番 13 号
TEL： 059-228-6380
URL： http://seisen2525.ed.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

●保護者との連携 親子参加の行事、個人懇談会
●地域子育て支援 保育士・栄養士等との育児相談
●他機関との連携 市・支援室・児童相談所・NPO などとの連携を密にする、三重県教育委員会

等によるインターンシップの受入れ、警察・消防署との連携
●安心、安全の取り組み 園医や看護師の指示のもとお子様の健康をサポート、防犯カメラ設置、警備

会社による 24 時間体制の見守り
●食育への取り組み 園の畑で野菜づくりを体験し、自分たちで育てた野菜を給食に取り入れる。

年に数回『レストランすいーとぽてと』を開店
●研修への取り組み 園内・園外での研修
●共働きの家庭を支援する教育 教育講演会、英語・文字（毛筆）・あそび、スイミングスクールの利用、

体育・絵画指導

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

①有休消化率 100％  清泉愛育園には正職員の他にパートタイムの職員も複数在籍しています。チームで
保育をしていますので安心して有休を取得できます。

②育休取得率 100％  清泉愛育園では職員の家族も大切に想える風土があります。安心して子育てできる
よう働き方をサポートしています。また子育てをしながらでも保育士としてのや
りがいも持てるよう、職場全体でサポートしています。

③残業時間 月平均 6.5 時間（時間外勤務手当あり）
④豊富なキャリアアップ支援 保育士は専門性に富んだ職種ですがたくさんの知識と経験が必要にな

ります。資格取得や勉強をサポートできるような環境を整えています。

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00310 保育士 正職員 1 【月給】176,900 円 ～ 216,900 円

No. 73
社会福祉法人カトリック三重カリタス会
津カトリックこども園

〒514-0035 津市西丸之内 18-21
TEL： 059-227-2512
URL： http://tsucathl.jp

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

モンテッソーリの幼児教育を取り入れております。子どもの「やりたい！」「やってみよう！」という気持
ちを大事にし、「ひとりでできた！」という喜びや達成感を体得できることを願い、見守り。大切にしてい
ます。子どもが本来持っている成長・発達していく力を尊重し、ひとり一人が豊かに自立・成長していく
手助けを行っています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

ワークライフバランスの実現に向け、職場の意識改善に取り組んでいます。ワークライフバランスは「仕
事と生活の調和」の意味で、働きながら生活を充実させられるように、職場や社会環境を整えることを言
います。主な取り組みとして、有給休暇の取得促進および計画的付与の導入、外部研修への参加などを積
極的に行っております。

求職者へのメッセージ 働きやすい園をめざしています。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00066 保育士 正職員 2 【月給】189,400 円 
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No. 76
社会福祉法人鈴の木会 
片田保育園

〒514-0075 津市片田志袋町 384
TEL： 059-237-0585
URL： http://www.zd.ztv.ne.jp/k-hoikuen/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 乳児クラスは育児担当制、幼児クラスはアクティブラーニングを営んでいます。
園庭から続く森と川での自然体験を大切にしています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み 長時間労働の環境の整備、子育てをしながら就労できる環境整備、ＩＴ利用による書類作成の簡易化等

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00049 保育士 正職員 1 【月給】168,000 円 ～ 176,000 円

No. 75
社会福祉法人若草福祉会
公園西保育園

〒514-0064 津市長岡町茶木原 9-3
TEL： 059-224-0150
URL： https://kouennishi.com

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 周囲が田園という自然環境の中で、四季の風や風景のもと、草花や小鳥のさえずりなどに気づき、園全体
で穏やかで安心して生活できる保育をしています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み 定期的な個人面談

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00051 保育士 正職員 2 【月給】179,300 円 ～ 261,000 円
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No. 78
社会福祉法人高田福祉事業協会
高田保育園

〒514-0114 津市一身田町 280
TEL： 059-232-2075
URL： http://www.takadahoikuen.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

ほとけの子を伸び伸びと育てる
・命の尊さと生きる喜びを感じとる
・身近な自然や社会の恵みに感謝する
・みんなと仲良くし、希望を持って生活する

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

育休・産休はもちろん、自身の子どもの体調不良や、急用など、突然の休暇にも対応できる職員体制をと
っています。
また、書類作成のための日を設け、持ち帰り仕事をなくしたり、定期的な面談など、いつでも話を聞く姿
勢を心掛け、悩み相談や生活スタイルに応じた就業などを配慮し、職員定着率がとても高い職場です。

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00311 保育士 正職員 2 【月給】175,600 円 ～ 340,000 円

No. 77
社会福祉法人三重清暉会
志登茂保育園

〒514-0111 津市一身田平野 361-1
TEL： 059-231-1854
URL： http://www.mie-seikikai.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

次代を担う子どもたちが、明るく健やかに成長し豊かな社会を受け継いでいく人間に、と希っています。
ゆとりある保育環境の中で、健康・躾・情緒の安定を大切にして、心優しくたくましく、自己肯定感をし
っかり持てる子どもを育みます。生活のリズムを大事にし意欲的に活動できる環境を作ります。一人ひと
りの個性や子ども自身の力を認め、遊びを通して創造力豊かな子どもに育てます。年齢や発達に応じた無
理のない保育を目指します。縦割り保育を実施し、異年齢の子どもと関わることで信頼観や人を大切にす
る心を育てています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

保育士の長時間勤務防止や業務軽減のため、補助職員を活用しています。
書類作成や、行事見直し等について、常に職員間で話し合い、効率的な運営をしています。

求職者へのメッセージ

子どもたちへの和やかで落ち着いた保育を実践するために一番大切なのは、職員の「和と輪」による安心
で安全、安定した環境だとの思いを持ち、常にその実現を目指しています。
母子生活支援施設・児童館との併設により、乳児から高校生まで幅広い子育て家庭に対応し、子どもの発
達に注視した保育を行います。
施設内だけでなく、行政や地域の子育てに関わる機関との連携を図っています。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00280 保育士 正職員 1 【月給】210,000 円 ～
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No. 80
社会福祉法人藤水福祉会
藤水保育園

〒514-0815 津市藤方 1531 番地
TEL： 059-225-1501
URL： http://www.fujimizu.ed.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

宅地とのどかな田園風景の中、園庭のすぐ横を走る電車を間近に見ることができる自然豊かな環境の中で
のびのびと生活できます。全平屋一部 2 階建ての冷暖房・床暖房完備。木やレンガなど自然素材をふんだ
んに使用した広々とした開放的な室内には、のびのびと遊べる空間が広がっています。温もりのある大家
族や、刺激し合い助け合う小さな社会を意識して、年齢の壁を無くし育ち合います。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・園児管理や登降園の管理、日々の教育及び保育に関する書類など ICT を活用しています。
・ホイクボスへ取り組んでいます。
・有給休暇の取得を促進しています。

求職者へのメッセージ
ホームページをリニューアルし、法人、各施設の情報に加えて、見学・実習（自主実習・幼稚園実習・保
育実習）など、スマートフォンやパソコンからの受付が出来るようになりました。随時受付を行っており
ますのでお気軽に活用ください。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00070 保育士 正職員 6 【月給】180,400 円 ～ 220,000 円

No. 79
社会福祉法人津栄社会福祉事業協会
大里保育園

〒514-0126 津市大里睦合町 609-1
TEL： 059-232-1522
URL： 

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等
・木々に囲まれた園庭は夏に涼しく冬は暖かいので一年中、元気な声が響き渡っています。
・私たちは子どもにとって一番大切なことは遊びからの学びであると考え、外部講師等の受け入れをせず、
子どもの主体性を尊重した保育を行っています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・保育の周辺業務（清掃、片付け等、保育士でなくても出来る作業）を、用務員の方に任せる事で、保育
士の業務軽減を図っています。
・毎月末に休暇希望を確認し、休暇調整を行い勤務体制を作成しています。

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00050 保育士 常勤（正職員以外） 2 【日給】8,374 円 ～ 9,197 円
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No. 82
社会福祉法人藤水福祉会
風の丘藤水保育園（幼保連携型）

〒514-1138 津市戸木町 4607
TEL： 059-253-7708
URL： http://www.fujimizu.ed.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

田畑や山に囲まれた自然豊かな閑静な環境の中で、ゆったりとした時間、空間の中でのびのびと生活がで
きます。施設内は、全平屋 1 階建ての冷暖房、床暖房完備。天井からは、明るくやさしい光が差し込み、
子どもの目線に合わせたのぞき窓や木製のロフトなど楽しい遊び空間が広がっています。子ども時間を保
障した快適な保育を心がけております。温もりのある大家族や、刺激し合い助け合う小さな社会を意識し
て、年齢の壁を無くし育ち合います。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・園児管理や登降園の管理、日々の教育及び保育に関する書類など ICT を活用し ています。
・有給休暇の取得を促進しています。

求職者へのメッセージ
ホームページをリニューアルし、法人、各施設の情報に加えて、見学・実習（自主実習・幼稚園実習・保
育実習）など、スマートフォンやパソコンからの受付が出来るようになりました。随時受付を行っており
ますのでお気軽に活用ください。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00070 保育士 正職員 6 【月給】180,400 円 ～ 220,000 円

No. 81
社会福祉法人藤水福祉会
風の子藤水保育園

〒514-0305 津市雲出島貫町 1735 番地の 5
TEL： 059-238-0355
URL： http://www.fujimizu.ed.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

幹線道路から一歩入った田園風景の広がる落ち着いた環境の中にあり、五感で四季を感じて生活ができま
す。
鉄筋 2 階建ての冷暖房、床暖房完備。南側には日当たりの良いテラスが広がり、施設内は珪藻土を使用し
た白を基調とし、檜の床や腰壁は温もりを感じられ優しい雰囲気の中で生活できる空間が広がっていま
す。
温もりのある大家族や、刺激し合い助け合う小さな社会を意識して、年齢の壁を無くし育ち合います。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・園児管理や登降園の管理、日々の教育及び保育に関する書類など ICT を活用しています。
・ホイクボスへ取り組んでいます。
・有給休暇の取得を促進しています。

求職者へのメッセージ
ホームページをリニューアルし、法人、各施設の情報に加えて、見学・実習（自主実習・幼稚園実習・保
育実習）など、スマートフォンやパソコンからの受付が出来るようになりました。随時受付を行っており
ますのでお気軽に活用ください。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00070 保育士 正職員 6 【月給】180,400 円 ～ 220,000 円
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No. 84
学校法人近畿福音ルーテル学園 
ルーテル二葉認定こども園

〒514-0822 津市南が丘 1-17
TEL： 059-226-9945
URL： https://masaichi.net/lutheran/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

○子どもの主体性を基本に、自己肯定感や、共感性、コミュニケーション能力の発達を促進する。
○子ども達の探究心、好奇心、集中力を育てることにより、知的発達を促し、生きる力を育てる。
○体を動かす運動を奨励し、遊具等の環境を整え、楽しく、のびのび、生き生きを念頭にカリキュラムを
整えている。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み 職員が過労にならないで、余裕をもって子どもたちに接することができるように配慮している。

求職者へのメッセージ 当園は、「職員を大切にしてこそ良い保育が出来る」をモットーに、生き生き、伸び伸び、楽しい園生活の
実践に努めています。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00257 保育士 正職員 1 【月給】215,000 円 ～ 248,000 円

No. 83
社会福祉法人諦聴会 
三重保育院

〒514-0803 津市柳山津興 3310
TEL： 059-228-4406
URL： https://masaichi.net/miehoikuin/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等
〇真宗高田派の仏教保育園
〇縦割り保育による異年齢児の交流を通じて、それぞれの年齢に必要な力を身につけられるようにする。
〇老人介護施設、聾学校等との交流を通じて、人権感覚の基礎が身につけられるようにする。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

〇有給、産休、育休、介護休暇等の休暇をできる限り希望により、とりやすい環境と雰囲気づくりをする。
〇時間外勤務を最小限にできるよう、勤務時間中に事務の時間が取れるようにする。

求職者へのメッセージ 本園以外に、法人で三重保育院乳児保育所（0 歳児～3 歳児:定員 100 名）を経営しています。職員として
採用となった場合、どちらの園で勤務するかはその時の状況によります。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00048 保育士 常勤（正職員以外） 2 【日給】7,200 円 ～ 9,869 円
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No. 86
社会福祉法人松阪仏教愛護園
松阪仏教愛護園

〒515-0037 松阪市愛宕町 2 丁目 63 番地
TEL： 0598-21-1443
URL： http://aigoen.net/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

生き物をいたわり、ものを大切にする。
友達と仲よく協同すること。
人に迷惑をかけないこと。
清潔の習慣を身につける。
心にうるおいと、思いやりのあるやさしさを養う。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・ＩＣＴを活用、導入を始めました。
・年間の休暇の取得等、学校行事等に参加しやすいよう、また、子育て育て世代が働きやすい職場になる
よう勤務体制を考えています。

求職者へのメッセージ 自主実習・見学等、大歓迎！！
いつでも、お電話ください。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00056 保育士 常勤（正職員以外） 3 【時給】1,050 円 

No. 85
社会福祉法人ぼだいじ福祉会
ぼだいじこども園

〒514-0832 津市南中央 10 番 18 号
TEL： 059-228-7473
URL： https://bodaiji-fukushikai.com/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

・ICT 化を積極的に採用、時間外労働の削減等、労働環境整備と共に園児に向けてより良い保育・教育サ
ービスを実現するため日々取り組んでいます。
・保育については強制的な一斉保育をするのではなく、「よく遊びよく学ぶ」と掲げ、生きる力を育むため
の保育を実現しています。
・また次世代のデジタル社会でも強かに社会へ貢献するため、テクノロジーを積極的に活用し、人材育成
の一環として保育士としてだけでなく、IT スキルの習得も推進しています。
・詳細は園 HP をご覧ください。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

変形労働時間制（月 9 日以上休み、年間 107 日以上）の導入
働き方改革への対応
残業 0 活動
登降園管理システム、業務省力化 ICT 導入
保育補助の雇い入れ等

求職者へのメッセージ

随時募集中です。一度ご見学がてら来園お待ちしています。
令和 3 年 4 月に津市久居藤ケ丘町にて新園開園予定です。地域に貢献し、園児がいつも笑顔でいられるよ
うな園づくりを共に作って頂ける方を募集しております。10 名程度採用予定ですので是非お知り合いや
ご友人と応募してください。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00281 保育士 正職員 10 【月給】170,000 円 ～ 176,500 円
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No. 88
社会福祉法人久保福祉会
久保保育園

〒515-0044 松阪市久保町 1245 番地
TEL： 0598-29-1496
URL： https://www.sunalix.co.jp/kubo/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

自然体験（食育含む）
音楽活動
英語教室
体育教室
表現活動
身体つくり
仲間とのふれあい

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

主任を軸とし、ベテランから若手保育士まで、理解しあいながら勤務できるよう毎朝ミーティングをして
います。
年間平均で 10 日以上の年休を取得しています。保育士の学校行事、地域の活動に参加しやすい配慮行っ
ております。
保育補助者の方に勤務してもらい保育士の業務軽減を図っています。

求職者へのメッセージ
令和 2 年度から新園舎となります。
新たな環境の下でともに働いてみませんか。
実習、採用は随時対応させていただきますのでよろしくお願いします。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00059 保育士 正職員 3 【月給】172,350 円 ～ 176,000 円

No. 87
社会福祉法人神戸福祉会 
神戸保育園

〒515-0043 松阪市下村町 338-1
TEL： 0598-29-2304
URL： http://www.ans.co.jp/n/kanbe/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

保育目標
①食べる喜びを通して健康な体を作る
②自発的な生活動作を助け自立心を養う
③遊びや表現活動を通して想像力と創造性を培う
④自然や生き物を思いやり自分も人も大切にする
⑤地域やお年寄りとのふれあいを大切にする

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

令和二年に新園舎を建設し、職員の労働環境を改善する。
時間外勤務を継続してゼロとする。
令和二年度より給与体系を大幅に見直して処遇改善を図る。

求職者へのメッセージ
令和二年度中に新園舎に移転します。
職場環境及び保育環境が大きく改善されます。
大幅な処遇改善に取り組んでいます。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00058 保育士 正職員 2 【月給】182,000 円 ～ 205,000 円
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No. 90
社会福祉法人清翠会 
わかずぎ第二保育園

〒515-0054 松阪市立野町 518
TEL： 0598-26-5188
URL： http://seisuikai-wakasugi.or.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

園の特色:三重県の木材を多くあしらった木の香りがあふれる園舎は、保育室が南面を向いていることか
ら採光にも恵まれた造りとなっています。
特徴的な取り組み:
・乳児期は信頼の基盤を作る大切な時期と考え、子ども一人ひとりの状況に合わせて援助していけるよう
に、育児担当制を取り入れています。
・年長の子を尊敬する気持ちや年下の子への思いやりの気持ちを育てるため、3・4・5 歳児の異年齢保育
をしています。人間の感覚器官を育てるために重要な「快・不快」を感じやすい布おむつの使用を薦めて
います。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・休憩は保育現場とは違う場所で交替で取っています。
・子育てを経験した臨時・パート職員を各クラスに配置し、子どもの発達や悩み等、日々職員間で話し合
っています。

求職者へのメッセージ 若い職員、子育て経験のある職員と保育の悩みを気軽に話し合える楽しい職場です。
子ども達の笑顔があふれる保育園に一緒にしていきましょう。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00061 保育士 正職員 6 【月給】177,216 円 ～ 198,016 円

No. 89
社会福祉法人清翠会
わかすぎ保育園

〒515-2321 松阪市嬉野中川町 1263-1
TEL： 0598-42-5510
URL： http://seisuikai-wakasugi.or.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

園の特色:三重県の木材を多くあしらった木の香りがあふれる園舎は、保育室が南面を向いていることか
ら採光にも恵まれた造りとなっています。
特徴的な取り組み:
・乳児期は信頼の基盤を作る大切な時期と考え、子ども一人ひとりの状況に合わせて援助していけるよう
に、育児担当制を取り入れています。
・年長の子を尊敬する気持ちや年下の子への思いやりの気持ちを育てるため、3・4・5 歳児の異年齢保育
をしています。人間の感覚器官を育てるために重要な「快・不快」を感じやすい布おむつの使用を薦めて
います。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・休憩は保育現場とは違う場所で交替で取っています。
・子育てを経験した臨時・パート職員を各クラスに配置し、子どもの発達や悩み等、日々職員間で話し合
っています。

求職者へのメッセージ 若い職員、子育て経験のある職員と保育の悩みを気軽に話し合える楽しい職場です。
子ども達の笑顔があふれる保育園に一緒にしていきましょう。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00061 保育士 正職員 6 【月給】177,216 円 ～ 198,016 円
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No. 92
社会福祉法人慈徳会 
さくら保育園

〒515-0822 松阪市大足町 701-1
TEL： 0598-23-6900
URL： http://www.sakura-matusaka.com/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

・定員が 320 名 15 クラスの大規模な保育園であることから、スケールメリットを活かし、異年齢児交流
等多彩な関わりや保育の中でいろいろな活動を展開しています。
・実際の体験を得る目的や教育活動の一環として、マーチング、サッカー・テニス教室、毛筆・硬筆教育
などを取り入れています。
・管理栄養士のもとで、園内の畑で四季の野菜を栽培し、食育活動および食育教育の実施しています。
・敷地約 15,000 ㎡（サッカーコート 2 面分）、園庭約 1,500 ㎡、遊戯室約 300 ㎡と広いことから、ゆっ
たりとした環境下で保育に取組み、また、近隣は農地等自然に囲まれているため、静かで安全な中での保
育活動の実践しています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・年間に 3 日間の職員全員研修会日を設け、保育業務以外の「ヨガ研修」・「腰痛対策研修」・「メンタルト
レーニング研修」などの研修会を職員自ら企画し、専門講師による研修に繋げている。
・職員専用のシャワー室や和室の休憩室を整備し、体調不良時に気兼ねなく休息できる環境を整えている。
・育児短時間勤務を積極的に取得してもらうことで、子育て支援の環境整備を進めている。
・土曜日の勤務予定については、年度当初に職員に示し、個人の年間予定との調整を行っている。
・職員自らが記入する園全体の休暇登録カレンダーを作成し、事前に予定している休暇が取得しやすい環
境を整備している。
・トイレ掃除、窓掃除、洗濯等の業務は、外部に業務委託している。

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00282 保育士 正職員 5 【月給】176,400 円 ～ 191,000 円

No. 91
社会福祉法人清翠会
わかすぎ第三保育園

〒515-2108 松阪市甚目町 653-1
TEL： 0598-20-8255
URL： http://seisuikai-wakasugi.or.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

園の特色:三重県の木材を多くあしらった木の香りがあふれる園舎は、保育室が南面を向いていることか
ら採光にも恵まれた造りとなっています。
特徴的な取り組み:
・乳児期は信頼の基盤を作る大切な時期と考え、子ども一人ひとりの状況に合わせて援助していけるよう
に、育児担当制を取り入れています。
・年長の子を尊敬する気持ちや年下の子への思いやりの気持ちを育てるため、3・4・5 歳児の異年齢保育
をしています。人間の感覚器官を育てるために重要な「快・不快」を感じやすい布おむつの使用を薦めて
います。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・休憩は保育現場とは違う場所で交替で取っています。
・子育てを経験した臨時・パート職員を各クラスに配置し、子どもの発達や悩み等、日々職員間で話し合
っています。

求職者へのメッセージ 若い職員・子育て経験のある職員と保育の悩みを気軽に話し合える楽しい職場です。子どもたちの笑顔が
あふれる保育園に一緒にしていきましょう。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00061 保育士 正職員 6 【月給】177,216 円 ～ 198,016 円
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No. 94
社会福祉法人洗心福祉会
嬉野保育園

〒515-2356 松阪市嬉野上野町 1304-9
TEL： 0598-48-0300
URL： https://www.sensin.or.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等
緑に囲まれた自然いっぱいの場所にあり、四季折々を感じながらいろいろな経験や毎日の生活を通し、思
いやりの心と最後まで一生懸命頑張る心を育んでいます。同法人内の老人施設や地域行事の参加を通し
て、交流を図っています。また、施設内には、子育て支援センターが併設されております。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

同法人保育園共通の「保育の手引き（マニュアル）」があり、初めての担任でも安心して保育を進めていく
ことが出来ます。
また、産前産後、育休はもちろん、時短出勤や子どもの小学校入学までは早番・遅番の免除など、自分の
生活環境に合わせた選択ができ、働きやすい環境があります。

求職者へのメッセージ 仕事へのサポートや育児休暇後の福利厚生も充実しており、長く働くことができると思います。
興味がある方、また質問等があったら気軽に連絡して下さい。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00098 保育士 正職員 2 【月給】164,850 円 ～ 228,950 円

2400-2006-00096 保育士 常勤（正職員以外） 1 【日給】8,340 円 ～ 8,500 円

2400-2006-00097 保育士 非常勤・パート 2 【時給】980 円 ～ 1,000 円

No. 93
社会福祉法人若葉福祉会
若葉保育園

〒515-2133 松阪市松ヶ島町 1007-1
TEL： 0598-51-0808
URL： https://ns.wakaba-well-being.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

田畑に囲まれ、ゆったりお散歩が楽しめ、大きなおうちのような園舎での生活は、まるで大きな家族のよ
うです。当園はお寺がはじめた保育園です。毎日の生活のなかで感謝すること、一日一日を大切に生きる
ことを大切に保育しています。これからの未来を生きてゆく子どもたちが力強く育ってほしいという願い
をこめて、そして、子どもたちと保育士の「わくわく」「どきどき」がいっぱいにあって共に楽しむ保育を
行っています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・各クラス ipad での書類作成、登降園チェック、保護者との連絡などを行っています。
・子育て世代が働きやすい職場になるよう日々職員間で協力し合い、子育て優先を進めています。
・年度当初に年間の休暇希望を確認し、学校行事等に参加しやすい勤務体制を作っています。
・職員のバースデイ休暇を設けて休暇をとってもらえます。
・書類作成は勤務時間内に終えられるように、そのための時間を設けて、残業を減らしています。

求職者へのメッセージ 学生対象の 1DAY インターンシップを計画し、保育園での職場体験などができるので気軽にご相談下さ
い。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00057 保育士 正職員 5 【月給】170,472 円 ～ 186,280 円
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No. 96
社会福祉法人洗心福祉会
いせの杜保育園

〒516-0079 伊勢市大世古 4 丁目 2-13
TEL： 0596-25-3676
URL： https://www.sensin.or.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

いせの杜保育園は平成３１年度に伊勢市からの移管により開園し、2 年目を迎えます。
徒歩で通われているご家庭も多く、地域と密着した保育園です。
法人内の保育園や老人施設との交流、また日々の生活の中で様々な経験を通して心豊かに成長できるよう
に、そして、子どもたちの心に寄り添った保育を大切にしています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

同法人保育園共通の「保育の手引き（マニュアル）」があり、初めての担任でも安心して保育を進めていく
ことが出来ます。
また、産前産後、育休はもちろん、時短出勤や子どもの小学校入学までは早番・遅番の免除など、自分の
生活環境に合わせた選択ができ、働きやすい環境があります。

求職者へのメッセージ 現在は、公立から引き継いだ園舎で、園庭も広く子どもたちはのびのびと過ごしています。近い将来、園
舎を建て替えることになっています。園の見学や、問い合わせ等気軽にして下さい。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00101 保育士 正職員 1 【月給】164,850 円 ～ 228,950 円

2400-2006-00099 保育士 常勤（正職員以外） 1 【日給】8,340 円 ～ 8,500 円

2400-2006-00100 保育士 非常勤・パート 2 【時給】980 円 ～ 1,000 円

No. 95
社会福祉法人カトリック三重カリタス会
マリアこども園

〒516-0036 伊勢市岡本 1 丁目 2-33
TEL： 0596-25-7490
URL： http://www.maria-kodomoen.com/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

お祈りを通じて「ありがとう」の心、すべてのものを愛し大切に思う心を養い、幼いながらも心静かに過
ごす時間を大切にします。日々の生活の中で自然や生命の尊さ、大切さを教え、すべてのものにやさしく
接する心を育てます。愛情と信頼により、温かい家庭的な雰囲気を保ちます。（愛情とは、子供の将来まで
見通す温かい目 信頼とは、子どもの自立を願う温かい手を意味します。どちらも子どもが育つことを待
つ、忍耐を必要とします。）
成長発達に応じた躾、教育をし、心身ともにバランスのとれた発達を援助します。
善悪を判断できる基準を養い、良いことをしたときはしっかりほめることから、再び良いことをしようと
する心を育みます。
多くの人との関わりや支えの中で行われる行事や生活を体験し、関わる大人や友達の間で心のふれあいを
楽しめるようにします。
子ども達には積極的に取り組む意欲、豊かな感性を身につけて育ってほしいと願いながら毎日教育・保育
にあたっています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・保育の周辺業務（遊具の消毒や掃除、給食の準備、片付け等、保育教諭でなくてもできる作業）を、保
育補助や用務員さんに任せることで保育教諭の業務軽減を図っています。
・ICT 化導入により保育書類の負担軽減を図っています。行事の提案や準備など、個人に負担がかからな
いよう全職員で話し合い協力して取り組めるようにしています。
・土曜出勤には振替休日があります。
・年齢関係なく話し合え、笑い合える環境です。

求職者へのメッセージ 1 度園を見学に来てください。実際に見ていただき、質問してください。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00071 保育士 正職員 2 【月給】180,700 円 ～ 193,700 円
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No. 98
社会福祉法人洗心福祉会
しまの杜保育園

〒517-0502 志摩市阿児町神明 878-82
TEL： 0599-44-1117
URL： https://www.sensin.or.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

志摩市で初めての民間認可保育園として、平成 23 年に開園し、子育て支援センターも併設されています。
徒歩で行ける距離に老人施設があり、定期的に交流を行ったり、近くにある同法人の第二しまの杜保育園、
しまの杜神明幼稚園の子どもたちとの交流も楽しんでいます。また、3 歳児～5 歳児の縦割りに分かれ、
クラブ活動にも取り組んでいます。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

同法人保育園共通の「保育の手引き（マニュアル）」があり、初めての担任でも安心して保育を進めていく
ことが出来ます。
また、産前産後、育休はもちろん、時短出勤や子どもの小学校入学までは早番・遅番の免除など、自分の
生活環境に合わせた選択ができ、働きやすい環境があります。

求職者へのメッセージ 福利厚生も充実しており、たくさんの先輩や仲間、子どもたちに囲まれながら、楽しく仕事ができます。
質問等お気軽にお問い合わせくださいね。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00104 保育士 正職員 1 【月給】164,850 円 ～ 228,950 円

2400-2006-00102 保育士 常勤（正職員以外） 1 【日給】8,340 円 ～ 8,500 円

2400-2006-00103 保育士 非常勤・パート 2 【時給】980 円 ～ 1,000 円

No. 97
社会福祉法人むげんのかのうせい 
えがお保育園

〒519-0503 伊勢市小俣町元町 569 番地
TEL： 0596-21-1031
URL： http://www.egaohoikuen.com

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

方針や目標を活かせるよう、”大きな家族” ”いつでもえがお”を大切に保育活動を行い、子どもの成長を
保護者と共に喜び合うことができる。
生まれてきたこと、生んでんでくれたことに感謝できる機会を多く持つ。
外部講師を招いての特別教室（幼児教室・園庭体育・和太鼓教室）を行っている。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

園評価アンケートを行い、改善点を職員で話しあう。
有給休暇を取得しやすい雰囲気づくりに気を付けている。

求職者へのメッセージ 笑顔いっぱいの明るく温かい雰囲気の中で、子ども一人ひとりの気持ちを受け止め、その子らしい成長を
見守る大きな家族のような保育園です。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00112 保育士 正職員 4 【月給】172,000 円 ～ 179,400 円
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No. 100
社会福祉法人伊賀市社会事業協会 
府中保育園

〒518-0013 伊賀市東条 74
TEL： 0595-23-8393
URL： http://www.iga-sjk.or.jp/children.php

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

・毎日、体を使ったあそび「にんにんタイム」を実施し体力向上を目指した保育を実施している
・園庭には築山と乳児用の広場があり、安心して遊ぶことができる
・地域の方々と一緒にさつまいもの苗植えや芋ほりをしたり、地区運動会に参加したり、また地域の高齢
者や小中学生との世代間交流も行なっている
・地域の華道家、茶道家を招きアレンジフラワーやお茶の点て方・礼儀作法を学んでいる

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・行事を見直し職員の負担にならないよう話し合っている
・登降園の管理と保育の記録に ICT を活用している
・書類はできるだけ勤務時間内に終えられるように時間を設け、残業を減らすようにしている
・施設の掃除や片付けなど業務員にしてもらうことで保育士の業務軽減を図っている

求職者へのメッセージ 子どもたちの笑顔に癒されるとても素敵な仕事です。
子どもが大好きな人、一緒に働きませんか。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00062 保育士 正職員 5 【月給】168,000 円 ～ 173,000 円

2400-2006-00063 保育士 常勤（正職員以外） 7 【時給】950 円 ～ 1,100 円

No. 99
社会福祉法人洗心福祉会 
第二しまの杜保育園

〒517-0502 志摩市阿児町神明 1001-2
TEL： 0599-44-1115
URL： https://www.sensin.or.jp/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

第二しまの杜保育園は、海と山に囲まれた自然豊かな場所にあります。英虞湾を望める「展望デッキ」が
あり、電車が走っていくのが見え、心地よい風を感じたり、5 歳児の子どもたちは、写生大会をして楽し
んでいます。保育園の他にも、幼稚園・学童・一時保育があり、しまの杜こどもセンターとしてまとまっ
ています。しまの杜こどもセンターの職員全員が、分け隔てなく全員の子どもたちを見守り、保育してい
ます。地域に根差した保育を目指し、志摩市の特産品である真珠の事を学んだり、同法人施設のしまの杜
保育園と一緒に遊んだりして交流をしています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

同法人保育園共通の「保育の手引き（マニュアル）」があり、初めての担任でも安心して保育を進めていく
ことが出来ます。
また、産前産後、育休はもちろん、時短出勤や子どもの小学校入学までは早番・遅番の免除など、自分の
生活環境に合わせた選択ができ、働きやすい環境があります。

求職者へのメッセージ 保育士を長く続けることができるサポートが充実しています。元気な子どもたちに囲まれながら、一緒に
働きましょう。質問等あれば、お問い合わせ下さい。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00107 保育士 正職員 2 【月給】164,850 円 ～ 228,950 円

2400-2006-00105 保育士 常勤（正職員以外） 1 【日給】8,340 円 ～ 8,500 円

2400-2006-00106 保育士 非常勤・パート 2 【時給】980 円 ～ 1,000 円
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No. 102
社会福祉法人伊賀市社会事業協会 
長田保育園

〒518-0031 伊賀市長田 2297
TEL： 0595-21-3855
URL： http://www.iga-sjk.or.jp/children.php

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 園庭に築山があり、子どもたちは登ったり、走ったり、滑ったりと思い思いに楽しんでいます。築山の上
には東屋もあり、日常の中で自然と共に遊びながら成長していけるよう、日々の保育を充実させています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

勤務時間内に業務を終えることができるよう、役割分担を話し合い、お互いに声をかけ合って協力し合う
職員集団になるよう心がけています。
年間計画表を作り、休暇を取りやすいようにしています。

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00062 保育士 正職員 5 【月給】168,000 円 ～ 173,000 円

2400-2006-00063 保育士 常勤（正職員以外） 7 【時給】950 円 ～ 1,100 円

No. 101
社会福祉法人伊賀市社会事業協会
三田保育園

〒518-0022 伊賀市三田 1668
TEL： 0595-21-1965
URL： http://www.iga-sjk.or.jp/children.php

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

〇子ども一人一人を大切にし、豊かな人間性を育てる。
〇保護者との信頼関係を築き、ともに子育てを行なう。
〇地域の子育て支援の充実を推進し、地域福祉に貢献する。
を保育理念とし、地域のつながりがさかんで、四季折々の自然を満喫できる環境の中、豊かな感性と思い
やりの心を育てる保育を実践しています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・日頃より丁寧なコミュニケーションを図る。
・協力し合って業務にあたり、休暇を取得しやすくする。

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00062 保育士 正職員 5 【月給】168,000 円 ～ 173,000 円

2400-2006-00063 保育士 常勤（正職員以外） 7 【時給】950 円 ～ 1,100 円
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No. 104
社会福祉法人伊賀市社会事業協会
ゆめが丘保育園

〒518-0131 伊賀市ゆめが丘 5-14-1
TEL： 0595-22-9955
URL： http://www.iga-sjk.or.jp/children.php

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

・子どもの誕生を喜ぶ家族・地域の方と共に人生の出発点である“ゆめが丘”にある保育園として、子ども、
保護者、地域の子育ち、コミュニティーセンターとしての役割を果たす。
・保護者と職員の連携・協働を密にして、子どもの健やかな成長と、安全・安心の環境を保障する。
・子どもとの関わりの中から保育者が学び、子どもの育ちからの気づきを積み重ね、子どもの健やかな発
達を促す。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

職員にとって働くことが楽しくなるような職場をめざしています。
職員間のコミュニケーションを大切にし、園全体が話しやすい雰囲気づくりを心がけています。
登降園の管理や保育の記録に ICT を活用しています。

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00062 保育士 正職員 5 【月給】168,000 円 ～ 173,000 円

2400-2006-00063 保育士 常勤（正職員以外） 7 【時給】950 円 ～ 1,100 円

No. 103
社会福祉法人伊賀市社会事業協会
花之木保育園

〒518-0034 伊賀市大内 792-1
TEL： 0595-23-1048
URL： http://www.iga-sjk.or.jp/children.php

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

恵まれた自然環境に触れる機会を多く持つように散歩に出かけたり、近隣の小学校までの林間コースを探
索したりしています。
異年齢児とのかかわりの中でやさしさや思いやり、年長児へのあこがれの気持ち等が育ち、互いに認め合
うように保育を進めています。また、地域の方々との日々の交流も子どもたちの心を豊かにしています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・保育園の周辺業務（遊具の消毒や片付け、掃除など）は時間を決めて、勤務時間内で効率よく行ってい
ます。
・職員間で日々の保育や相談を言い合えるようにしています。
・年度当初に一年間の休暇の希望を記入し、取得しやすいようにしています。
・面談を実施し、相談できるようにしています。

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00062 保育士 正職員 5 【月給】168,000 円 ～ 173,000 円

2400-2006-00063 保育士 常勤（正職員以外） 7 【時給】950 円 ～ 1,100 円
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No. 106
社会福祉法人伊賀市社会事業協会
友生保育園

〒518-0814 伊賀市上友生 675
TEL： 0595-21-4804
URL： http://www.iga-sjk.or.jp/children.php

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

美しい山河と田園風景に囲まれたとても自然豊かな環境です。（園庭にはさくらんぼが実る桜の木や銀杏
が実るいちょうの木などがあり、四季折々の風景が楽しめます。）自然豊かな園庭で遊んだり、散歩に出か
け体をおもいっきり動かし遊んでいます。年齢発達をしっかりおさえた保育を進める中、異年齢での交流
もたくさんあり、そんな中で、やさしさや思いやりの心も育っています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

仕事とプライベートの調和がとれるよう、業務内容の見直しをはかったり、年次休暇（リフレッシュ休暇
がたくさんとれるよう）の取得推進などをはかり、仕事にやりがいを持って生き生きと働ける、風通しの
良い環境作りを行なっています。互いに協力し、支え合うチーム保育体制をとっています。

求職者へのメッセージ 地域の皆さんとの交流が盛んで、いつも温かく見守っていただいています。
四季折々の自然を感じながら、かわいい子どもたちの笑顔に囲まれ、一緒に楽しく保育をしましょう。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00062 保育士 正職員 5 【月給】168,000 円 ～ 173,000 円

2400-2006-00063 保育士 常勤（正職員以外） 7 【時給】950 円 ～ 1,100 円

No. 105
社会福祉法人伊賀市社会事業協会
中瀬城東保育園

〒518-0809 伊賀市西明寺 118
TEL： 0595-21-1937
URL： http://www.iga-sjk.or.jp/children.php

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

・周辺には服部川や南宮山など豊かな自然に囲まれている。名阪国道中瀬 IC から近く、幅広い地域から
園児が通ってきている。
・みんなが笑顔で安心して過ごせるような仲間づくりや、命を大切にする心が育つよう人権保育を家庭や
地域の方々とともに進めている。
・毎月、開催する「みんなのつどい」では、ふれあい遊びや異年齢児との交流の中で友だちのステキなと
ころを探すなどテーマを決めて実施している。子どもたちが様々な事に気づいたり、違いを見つけたりす
るきっかけとなるよう取り組んでいる。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・登降園の管理や保育の記録に ICT を活用している。
・保育補助、業務員による保育業務の削減を図っている。

求職者へのメッセージ
一人ひとりの大切にした保育を心がけています。子どもが好きな方、子どもたちの成長を一緒に見守り、
サポートしていきませんか。
正職員、パート職員など、ライフスタイルに合わせて働けます。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00062 保育士 正職員 5 【月給】168,000 円 ～ 173,000 円

2400-2006-00063 保育士 常勤（正職員以外） 7 【時給】950 円 ～ 1,100 円
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No. 108
社会福祉法人伊賀市社会事業協会
みどり保育園

〒518-0832 伊賀市上野車坂町 655-4
TEL： 0595-23-0204
URL： http://www.iga-sjk.or.jp/children.php

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

・自分が大切にされていると感じることで、周りの人を大切にしていける子どもに育てる。
・子どもの発達に応じた遊びの中で、からだをしっかりと動かし、体の中心となる体幹を育てる。
・基本的生活習慣が身につくよう、園生活の充実をめざす共に、保護者に啓発する。
・クッキング、野菜の栽培、バケツ稲作など、食育活動に取り組む。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・職員同士、話しやすい雰囲気がある。
・保育計画等の作成はＩＣＴを活用している。
・法人内職員互助会制度として、コーラスグループ、フットサル、ソフトボール、俳句クラブ、ボウリン
グ大会などを実施している。

求職者へのメッセージ 子どもから「早くみどり保育園に行って遊びたい」と言ってもらえるような保育園を一緒に作っていきま
しょう。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00062 保育士 正職員 5 【月給】168,000 円 ～ 173,000 円

2400-2006-00063 保育士 常勤（正職員以外） 7 【時給】950 円 ～ 1,100 円

No. 107
社会福祉法人伊賀市社会事業協会
ひかり保育園

〒518-0825 伊賀市小田町 141-1
TEL： 0595-23-0139
URL： http://www.iga-sjk.or.jp/children.php

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

上野公園の北西に位置し、県の有形文化財である旧小田小学校に隣接しています。上野公園に散歩に出か
けたり、菜園活動をしたりと、たくさんの自然に触れながら過ごしています。古くから伝わる地域の行事
に参加し、地域の方に見守られながら感情豊かに育ってほしいと思っています。また、異年齢児の交流や
ふれあいあそびを通して友だちと過ごす楽しさを味わい、自分や友だちを大切にできるよう、関わってい
ます。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・日常から職員同士のコミュニケーションを図るようにして、話しやすい職場の雰囲気づくりを心がけて
いる。
・育休や育児時短の制度が整っており、子育て中の職員も働きやすい。
・スケジュール調整を行ない、全職員が有給休暇を取得しやすい職場づくりを目指している。

求職者へのメッセージ
子どもたちに囲まれて、笑顔になれる、やりがいのある仕事です。
悩んだ時に相談したり、励まし合ったりできる職員関係を大切にしています。
ぜひ、一緒に働きましょう。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00062 保育士 正職員 5 【月給】168,000 円 ～ 173,000 円

2400-2006-00063 保育士 常勤（正職員以外） 7 【時給】950 円 ～ 1,100 円
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No. 110
社会福祉法人伊賀市社会事業協会
睦保育園

〒518-0842 伊賀市上野桑町 2173
TEL： 0595-21-2244
URL： http://www.iga-sjk.or.jp/children.php

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

市街地南端にあり、交通の便が良い立地でありながら、近くには神社があり静かな環境です。園庭には青
桐の大木があり、四季折々の姿を感じながら子どもたちは伸び伸びと遊んでいます。また、老人施設の訪
問など世代間交流や近隣小学校や保育所との交流を通して人権を大切にする心を育み、自尊感情を培って
いきたいと願って日々活動を進めています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・職員同士のコミュニケーションを日頃から心がけ、相談しやすい雰囲気作りに努めています。
・見通しが良い園舎の構造で、クラスの様子がどの職員にも分かりやすいことも加わって、職員間で助け
合いながら日々の保育や行事などを進めています。
・積極的な年次有給休暇取得と業務効率化を目指しています。

求職者へのメッセージ
子どもの「やってみたい」が「できたよ！」に変わり、キラキラ輝く笑顔になれる瞬間・・・
子どもも自分も成長できるやりがいが詰まった職場で、かけがえのない時間を私たちと一緒に創っていき
ましょう。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00062 保育士 正職員 5 【月給】168,000 円 ～ 173,000 円

2400-2006-00063 保育士 常勤（正職員以外） 7 【時給】950 円 ～ 1,100 円

No. 109
社会福祉法人伊賀市社会事業協会
みどり第二保育園

〒518-0836 伊賀市緑ヶ丘本町 1681-2
TEL： 0595-23-5071
URL： http://www.iga-sjk.or.jp/children.php

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

伊賀市緑ヶ丘地域の市街地にあるため自然にふれる機会が限られることから、園庭の一角でバケツでの稲
作やさつまいもなどの野菜の栽培など、生活の中で少しでも豊かな生活体験ができるように取り組んでい
ます。また、地域の高齢者や高校生との世代間交流や就学前の小学校体験など、様々な人と関わりながら
就学前の育ちを支えています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・年 2 回の面談を行ない、職員の悩みや思いを聞き、風通しのよい職場づくりを行っている。
・行事や保育内容等の見直しを行ない、時間内に業務が終われるように職員間で話し合っている。
・年度当初に年間の休暇希望を確認し、年次休暇を取りやすいようにしている。

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00062 保育士 正職員 5 【月給】168,000 円 ～ 173,000 円

2400-2006-00063 保育士 常勤（正職員以外） 7 【時給】950 円 ～ 1,100 円
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No. 112
社会福祉法人伊賀市社会事業協会
古山保育園

〒518-1147 伊賀市蔵縄手 425
TEL： 0595-39-0820
URL： http://www.iga-sjk.or.jp/children.php

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

自然環境に恵まれた地域で散歩に出かける機会を多く持もっています。四季折々の自然にふれることがで
き、地域の方のご厚意でブルーベリー狩りやコスモス畑の散策など、子どもたちは様々な体験をして育っ
ています。
また、地区の体育祭、地域交流事業である友愛のつどい、秋祭りへの参加など地域の方々との積極的な交
流により、子どもの健全育成、人間関係づくりを目指します。
年間を通して菜園活動に取り組み、子どもと職員が一緒に自然の恵みや収穫の喜びが感じられるようにし
ています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・業務内容を見直し、なるべく時間内に仕事ができるように、職員同士で協力し合っています。
・計画年次を実施し、希望日に休暇が取得できるようにしています。
・育児休業制度、育児短時間勤務制度（6 才になるまで）があり、子育て中の職員も働きやすい環境です。

求職者へのメッセージ
○保育士は、喜びと感動とやりがいのある仕事です。
○結婚・出産後も継続して働ける職場です。私たちと一緒に子どもたちが日々成長していく姿を見守って
いきましょう。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00062 保育士 正職員 5 【月給】168,000 円 ～ 173,000 円

2400-2006-00063 保育士 常勤（正職員以外） 7 【時給】950 円 ～ 1,100 円

No. 111
社会福祉法人伊賀市社会事業協会
曙保育園

〒518-0856 伊賀市上野徳居町 3272-2
TEL： 0595-21-2222
URL： http://www.iga-sjk.or.jp/children.php

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

・多岐にわたる保育ニーズに対応しています。
・絵本に親しめるよう、ボランティアの方に読みきかせをしてもらっています。
・地域の住民、高齢者との交流、お茶会などの地域とのつながりをもっています。
・各年齢に応じたからだづくり、運動あそびを多く取り入れています。
・クッキングや見学など、食育に関する実践をしています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・登降園の管理や保育の記録に ICT を活用しています。
・積極的な有給休暇の取得と業務の見直しをしています。
・職員間での意見が出しやすいよう、話はしっかりと聞き、何でも言いあえる環境をつくっています。
・子育て中の職員が働きやすいよう、職員間で協力しあっています。

求職者へのメッセージ

子ども職員も毎日が元気に楽しくなるような保育を心がけています。
様々な年齢や働き方の職員が働いています。
仕事をすることは、不安もあるかと思いますが、「保育」は子どもからたくさんの喜びやパワーをもらえる
仕事です。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00062 保育士 正職員 5 【月給】168,000 円 ～ 173,000 円

2400-2006-00063 保育士 常勤（正職員以外） 7 【時給】950 円 ～ 1,100 円
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No. 114
学校法人廣瀬学園 
認定こども園青山よさみ幼稚園(幼保連携型)

〒518-0224 伊賀市柏尾 1397-14
TEL： 0595-52-0433
URL：

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

○健康で安全な生活習慣を身につける。
○友だちと親しみ、助け合って生活するために、自立心を育て、人と関わる力を養う。
○周囲の様々な環境に好奇心や探求心をもってかかわる態度を育てる。
○『おはようございます』という明るい心、『はい』という素直な心、『すみません』という反省の心、『わ
たしがします』という積極的な心、『ありがとうございます』という感謝の心、『おかげさまで』という謙
虚な心、「六つの心」が自然に身につくように育てる。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み 職員間での意見交換会を実施。働き方改革を実施

求職者へのメッセージ 自然豊かな明るい職場です。一緒に子ども達と語りましょう。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00072 保育士 正職員 3 【月給】194,300 円 ～ 244,200 円

No. 113
社会福祉法人伊賀市社会事業協会
花之木保育園分園 予野保育園

〒518-1152 伊賀市予野 9513-1
TEL： 0595-39-0822
URL： http://www.iga-sjk.or.jp/children.php

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 豊かな自然の基、子どもたちは異年齢児保育の中で思いやりや優しさが育ってきている。
異年齢児保育と共に年齢別保育を実施し年齢発達もしっかり捉える保育に努めている。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

年次休暇が取りやすいように、年度初めに職員の休暇希望日をたずね、全職員で調整している。また、園
の行事の日程も職員の要望にできるだけ答えられるように調整しながら決定している。
職員間でコミュニケーションを取り合い、働きやすい職場の環境づくりに努めています。

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00062 保育士 正職員 5 【月給】168,000 円 ～ 173,000 円

2400-2006-00063 保育士 常勤（正職員以外） 7 【時給】950 円 ～ 1,100 円
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No. 116
社会福祉法人弘仁会
滝之原保育園

〒518-0411 名張市滝之原 1056 番地
TEL： 0595-68-2993
URL： 

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

○名張市の保育目標「いきいきとあそぶ子ども」をもとに、そこに、法人としての目標やめざす子ども像
を設定して、自然やあそび・飼育・栽培など、いろんな体験を通して、非認知能力を大事に育みながら保
育実践を進めています。
○小規模園の利点：どの子のことも、全職員・全クラスのみんなが知っていて、大きなクラスの子が小さ
い子のことを思うおもいやりの心・小さい子が大きな子に憧れを持つ心など家庭的な保育のなかで笑顔で
過ごせるように取り組んでいます。
○同じ法人の老人ホームとの交流・絵本の読み聞かせ・サッカー教室・５歳児クラスの英語教室・ぴか一
学級など、地域や各関係機関の方の協力を得ながら共に保育を進めていくことを大事にしています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

○有休休暇や希望休暇の取得がしやすいような体制づくりを心掛け、計画的に休暇が取れるように年間の
土曜日勤務計画表を作成し早めの勤務表の作成をしています。土曜日出勤の時は、なるべく、連休になる
ように勤務表を組むようにしています。
○書類作成等は、時間内に処理ができるよう、書類に取り組む一日を月一回設けたり、月案・週案などは、
データー化を進め、短時間での作成ができるようにして、残業をなくすようにしています。
○短時間勤務の職員への連携も含めて、各クラス・園全体でのミーティングノートや連絡ノートの活用、
または、会議の決定事項など、大事な情報は、全職員で共有・共通理解して、保護者・子どもに向かい合
えるようにしています。

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00113 保育士 正職員 3 【月給】165,600 円 ～ 190,600 円

No. 115
学校法人廣瀬学園
認定こども園名張よさみ幼稚園(幼保連携型)

〒518-0441 名張市夏見 545
TEL： 0595-64-2665
URL：

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

健康な心身をつくる 
人と関わる力を養う 
自然や社会の身近な環境に親しむ
豊かな感性、想像力、表現力を育てる
挨拶ができる

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・早番・遅番制をシフトにより実施
・代休・有休取得の徹底
・行事を見直しし、残業を減らしていく対策をしている

求職者へのメッセージ 0 歳からの保育や、一人ひとりの関わりを大切にしている方、子ども達の未来のために一緒に働いてみま
せんか

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00073 保育士 正職員 5 【月給】190,300 円 ～ 198,350 円
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No. 118
社会福祉法人弘仁会 
名張西保育園

〒518-0729 名張市南町 506 番地
TEL： 0595-63-0577
URL： 

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

・園のシンボル、モックの木（園庭中央にそびえ立つ欅）のように大きな心で包み込んでくれる安心感の
もてる園であること。
・自然の中や色々な実体験を通し伸び伸び身体を動かして遊び、同年齢だけでなく園全体の年齢を超えた
子ども達の関わりやつながりを大切に育ちあっています。
・十分に身体を動かして楽しむ遊びを通して運動能力を高められるようにしています。
・友だちと自ら遊びを見つけ、考え、試し、達成感を味わえるようにしています。
・自尊感情をしっかり持ち誰にも誠意を持って尊重し合える仲間づくりをしています。
・地域の人や小学校との交流、老人ホーム訪問等で触れあっています。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・お互いに助け合える職場づくりに努力し合い職員休暇のとりやすいフリー保育士の確保に努めている。
・長時間の保育を無理の無いよう時差出勤によって保育にあたるため、クラス担当に安心して引き継げる
よう時間に余裕をもたせています。

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00113 保育士 正職員 3 【月給】165,600 円 ～ 190,600 円

No. 117
社会福祉法人弘仁会
比奈知保育園

〒518-0413 名張市下比奈知 1527 番 1
TEL： 0595-68-2023
URL： 

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

・教育および保育の内容に関する全体的な計画に基づき、年齢や発達過程に応じた保育を展開しています。
・主任児童委員等による絵本の読み聞かせ会、隣接する比奈知文化センターとの交流、ボランティアによ
る茶道教室、サッカー教室、英語教室、地域の高齢者サロン訪問などを通じて、地域の方々と交流する機
会を設けています。
・家庭訪問や個人懇談を実施したり、家庭推進保育士を配置したりして保護者や子育て家庭の支援に取り
組んでいます。

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・会議や研修は、時間内で出来るよう実施し、残業を減らしています。
・書類作成は、勤務時間内におえられるように、そのための時間を設けています。
・毎月の勤務希望を確認し、休暇が取りやすいような勤務体制を作成しています。
・子育てや介護での休暇が取りやすいようにしています。

求職者へのメッセージ

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00113 保育士 正職員 3 【月給】165,600 円 ～ 190,600 円
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No. 120
社会福祉法人こもはら福祉会
桔梗が丘保育園

〒518-0623 名張市桔梗が丘 3 番町 4 街区 411-2
TEL： 0595-65-0827
URL： http://www.hananosato-nabari.com/nurseryschool_index.html

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

○園周辺にはいくつかの児童公園があり 散歩等を通して四季折々の草花に触れ 自然に親しめる環境に
ある
○成長・発達の著しい乳幼児期に多くの運動遊び経験することで健康な身体づくりや脳神経の発達を促す
ことを目的に外部講師による体育教室を取り入れている
○保護者のニーズに柔軟に対応した一時預かり保育事業や園開放（月一回）を通して家庭支援を行ってい
ます

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

○研修制度の充実
○特別休暇拡大等 各種休暇取得推進

求職者へのメッセージ 法人として、職員がライフステージに応じて働きやすい環境を整えており、子育てや介護、傷病等の場面
においても退職することなく継続勤務が可能です

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00064 保育士 常勤（正職員以外） 2 【時給】1,040 円 

No. 119
社会福祉法人こもはら福祉会
西田原保育園

〒518-0609 名張市西田原 2340-1
TEL： 0595-65-3263
URL：http://www.hananosato-nabari.com/nurseryschool_index.html

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等 年齢発達段階に添い、一人ひとりを大切にした養護と教育の一体化保育

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・有給休暇の取得促進（例:お誕生日休暇）、各種休暇取得推進。
・保育士間でコミュニケーションを密に取り、保育事務が滞ることのないように協力し合う。
・時間内業務の推奨

求職者へのメッセージ
・仕事、育児、介護の両立を目標に職員同士のコミュニケーションを大切にしている。
・法人として、職員がライフステージに応じて働きやすい環境を整えており、子育てや介護、傷病等の場
面においても退職することなく、継続勤務が可能です。

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00064 保育士 常勤（正職員以外） 2 【時給】1,040 円 
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No. 121
社会福祉法人名張育成会 
みはた虹の丘こども園

〒518-0611 名張市新田字女良塚 1005 番地
TEL： 0595-65-3065
URL： https://www.n-ikuseien.jp/mihata/

園紹介はこちら

園の特色・保育内容 等

☆一人ひとりの発達に寄り添う
☆様々な学びを得る異年齢保育
☆食への興味を促す食育指導
☆自然環境を活かした手作り遊具
☆地域とのつながりに感謝する
☆地域の子育て支援

働きやすい職場にする
ための工夫・取り組み

・登降園の管理・カリキュラム、月案、日誌の管理等 ICT を活用しています。
・毎月勤務希望を確認し、勤務シフト体制を作っています。
・子育てや介護にかかる休暇制度があります。
・書類作成は勤務時間内に終えられるように、その為の時間を設けて、残業を減らしています。

求職者へのメッセージ 自然豊かな環境の中で、子どもと一緒に私たち保育者も高まっていきたいと思います。「気づき・考え・や
ってみる」の理念の基、私たち自身も気づき・考え・やってみる人でありたい！！

《求人情報》
求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

2400-2006-00074 保育士 正職員 3 【月給】168,000 円 ～ 178,000 円

2400-2004-00165 保育士 正職員 3 【月給】168,000 円 ～ 178,000 円



― 62 ―

【求人情報のみ】

社会福祉法人来福
たいよう保育園 〒 四日市市赤堀 丁目 ：

求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

保育士 正職員 【月給】 円 ～ 円

社会福祉法人ひよこ会

ひよこ保育園 〒 四日市市東日野町 ：

こっこ保育園 〒 四日市市東日野町 番地 ：

求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

保育士 正職員 【月給】 円 ～ 円

社会福祉法人佐々木児童福祉会
大谷台保育園 〒 四日市市大谷台 丁目 ：

求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

保育士 正職員 【月給】 円 ～ 円

社会福祉法人あおい会
サラナ保育園 〒 鈴鹿市岸岡町 ：

求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

保育士 正職員 【月給】 円 ～ 円

社会福祉法人あおい会
あおい保育園 〒 鈴鹿市白子本町 ：

求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

保育士 正職員 【月給】 円 ～ 円

社会福祉法人緑和福祉会
ドリームハウス保育園 〒 鈴鹿市寺家町 ：

求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

保育士 正職員 【月給】 円 ～ 円

社会福祉法人鈴山会

あかつき保育園 〒 鈴鹿市地子町 ：

ひので保育園 〒 鈴鹿市平野町 ：

求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

保育士 正職員 【月給】 円

社会福祉法人ながさわ保育会
ながさわ保育園 〒 鈴鹿市長沢町 ：

求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

保育士 常勤（正職員以外） 【時給】 円 ～ 円
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【求人情報のみ】

社会福祉法人来福
たいよう保育園 〒 四日市市赤堀 丁目 ：

求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

保育士 正職員 【月給】 円 ～ 円

社会福祉法人ひよこ会

ひよこ保育園 〒 四日市市東日野町 ：

こっこ保育園 〒 四日市市東日野町 番地 ：

求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

保育士 正職員 【月給】 円 ～ 円

社会福祉法人佐々木児童福祉会
大谷台保育園 〒 四日市市大谷台 丁目 ：

求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

保育士 正職員 【月給】 円 ～ 円

社会福祉法人あおい会
サラナ保育園 〒 鈴鹿市岸岡町 ：

求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

保育士 正職員 【月給】 円 ～ 円

社会福祉法人あおい会
あおい保育園 〒 鈴鹿市白子本町 ：

求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

保育士 正職員 【月給】 円 ～ 円

社会福祉法人緑和福祉会
ドリームハウス保育園 〒 鈴鹿市寺家町 ：

求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

保育士 正職員 【月給】 円 ～ 円

社会福祉法人鈴山会

あかつき保育園 〒 鈴鹿市地子町 ：

ひので保育園 〒 鈴鹿市平野町 ：

求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

保育士 正職員 【月給】 円

社会福祉法人ながさわ保育会
ながさわ保育園 〒 鈴鹿市長沢町 ：

求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

保育士 常勤（正職員以外） 【時給】 円 ～ 円

社会福祉法人徳和福祉会
ひまわり保育園 〒 松阪市上川町 ：

求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

保育士 正職員 【月給】 円 ～ 円

社会福祉法人つくし福祉会
つくし保育園 〒 松阪市大塚町 ：

求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

保育士 正職員 【月給】 円 ～ 円

社会福祉法人つくし福祉会
つくし第二保育園 〒 松阪市櫛田町 ：

求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

保育士 正職員 【月給】 円

社会福祉法人むげんのかのうせい
えがお志摩保育園 〒 志摩市阿児町甲賀 ：

求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

保育士 正職員 【月給】 円 ～ 円

学校法人藤森学園
認定こども園 つつじが丘幼稚園
（幼保連携型）

〒 名張市つつじが丘北 ：

求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

保育補助 非常勤・パート 【時給】 円

社会福祉法人尾鷲民生事業協会

尾鷲第一保育園 〒 尾鷲市小川西町 ：

尾鷲第二保育園 〒 尾鷲市宮ノ上町 ：

尾鷲第三保育園 〒 尾鷲市北浦西町 ：

尾鷲第四保育園 〒 尾鷲市古戸町 ：

尾鷲乳児保育園 〒 尾鷲市小川西町 ：

矢浜保育園 〒 尾鷲市矢浜 丁目 ：

南輪内保育園 〒 尾鷲市賀田町 ：

求人票番号 求人職種 雇用形態 募集人数 賃金

保育士 常勤（正職員以外） 【日給】 円
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社会福祉法人三重県社会福祉協議会
三重県保育士・保育所支援センター

（三重県福祉人材センター）

〒514-8552  三重県津市桜橋２丁目１３１
　　　　 三重県社会福祉会館２階

TEL 059-227-5160
FAX 059-222-0170

開所時間／９：00～17：00
休 業 日／土・日・祝日、年末年始（12月29日～１月３日）

23

P

至
四
日
市

至
亀
山

津
駅
前
郵
便
局

栄
町
３
丁
目

バ
ス
停

三
重
県
教
育

文
化
会
館フ

ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

ア
ス
ト
津

近
鉄

地下道
Ｊ
Ｒ

至
宇
治
山
田

百
五
銀
行

至
松
阪

Ｎ

三重県保育士
・保育所支援
センター　　

津駅

JR・近鉄津駅東口から徒歩８分
アクセス

みえのほいく


